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中　　国

東華大学
人間社会学域人文学類　辰巳賢士郎

私の約1年間の派遣留学の経験をもとに、中国への留学を考
えている人に限らず、留学を志す全ての人へ向けた報告書にし
ました。少しでも参考になれば幸いです。
＜どこに留学するか＞

これは私の個人的な意見ですが、留学先大学を選択する際
に、大学の知名度に左右されるべきではないと思います。もち
ろん、名前の通っている上位の大学に行けば高度な教育を受け
ることはできますし、それを目当てに世界各国から優秀な学生
が集まってきます。

しかし、私は大学よりも「都市」にこだわりました。私が上海
を選んだのは、以前に長期間滞在していた経験がある上、多種
多様な人やモノが集まる非常に刺激的なグローバル都市である
からということが大きかったように思います。都市が決まれ
ば、あとはその都市にある協定校の中から自分の条件に見合っ
た大学を選択するだけです。私が選んだ東華大学は、これまで
に金沢大学から派遣された学生は一名もおらず、中国では二流
と呼ばれているような未知の大学でしたが、上海の中心部に程
近い好立地にキャンパスを構え、近年の留学生受け入れ数が右
肩上がりに伸びていたことが大きな決め手となりました。

この大学でなければ学べないコトがあるなどといった明確な
理由がある場合を除いて、まずは自分の性格や関心、留学の目
的等に合わせて「都市」を選び、それから大学選びに取りかかる
ことをお勧めします。
＜機転を利かせる＞

東華大学には「中国語本科」といって、日本では学部（ 4年制）
に相当するコースが設置されています。一般に私費留学などで
やって来た留学生は、これとは別の「語学研修コース」のカリ
キュラムに従って授業を受けますが、交換留学生である私は特
別に中国語本科の3年次に編入という形で授業を受けていまし
た。語学研修コースと比べて学生のレベルが高く、中国文学・
人文地理・古代中国語・ビジネス中国語・上海語など専門的な
科目が多いのも特徴です。

しかし、コミュニケーション系の科目は2年次までがピーク
だったようで、私が望んでいた会話重視の授業とは程遠い講義
形式のものばかりでした。こんなはずじゃなかったのに…と当
初は少し戸惑いましたが、そこは機転を利かせ、日本語を学ん
でいる中国人学生らを捕まえて、それぞれ宿題を持ち寄って相
互学習したり、一緒に食事やカラオケに行ったりする時間をで
きるだけ作るようにしました。また、教授にもメールで相談し、
中上級レベル到達者は授業時間よりも自習時間を上手く使うよ
うにとのアドバイスを頂きました。その結果、中国語の会話能
力に磨きがかかったのは言うまでもありません。

このように、授業内容が自分のイメージと違ったり、自分の
語学レベルと授業の難易度とのギャップに悩んだりしたとき
は、できるだけ早く手を打つことが大切です。可能であれば思
い切ってコースを変更するのもありですし、私のように授業以
外の時間を使ってカバーするのもありです。留学期間は限られ
ている、ということを意識してください。
＜日本人学生と関わる＞

外国語を習得するために留学に行くのだから、日本人と関わ
らないようにしようと考えている人は少なくないと思います。
自分をコントロールできないと思う人はそれが得策かもしれま

せんが、できることなら同年代の日本人学生と関わるべきで
す。

各国の留学生同士で飲みに行ったりすることもありました
が、日本人学生と一緒に行動する時間も大切にしていました。
Barでお酒を飲みながらお互いの将来について語り合ったり、
カフェでの勉強の合間に日中関係について議論したり、他大学
の学生とも情報交換したり…。一概には言えませんが、日中関
係の冷え込みや大気汚染など多くの問題を抱える国にわざわざ
身を置いている訳ですから、上海（中国）で出会う日本人学生は
皆、目的意識が高く、しっかりと自分を持っている印象があり
ます。

そんな人たちと繋がっていれば、自分も頑張らなきゃいけな
いと意欲が掻き立てられる上、ときには心の支えにもなりま
す。
＜社会人と関わる＞

大都市といわれる場所には「お金・人・モノ」が集まります。
先程述べたように、上海は世界に誇る大商業都市ですから、世
界各国の企業がアジア地域または中国国内の主要拠点として進
出しています。もちろん日系企業も例外ではなく、上海にはグ
ローバルな視点を持って国際社会で活躍している日本人が山ほ
どいます。それを利用してみるのも一つの手です。

留学中は、石川県上海事務所主催の県人会（懇親会・ビジネ
ス研究会）に参加したり、社会人の日本人サッカーチームに顔
を出したりと、様々な社会人の輪に飛び込んでみるようにしま
した。また、東華大学では上海に暮らす社会人（駐在員、駐在員
の奥さん、社会人経験者など）向けの語学研修コースも設置さ
れているため、そちらに通う方々とも接する機会が多くありま
した。将来、中国と関係のある仕事に就きたいと強く思ってい
る私にとっては、実際に生の声を聞くことができる絶好の機会
でした。こういった人生の先輩方のお話は大変説得力があり、
自分の将来設計のヒントにもなり得ます。

とはいっても、やはり最初はこんなところに学生が足を踏み
入れていいのかと不安になりました。しかし、意外にも社会人
側は学生歓迎のスタンスで、温かく接してくださった方がほと
んどです。将来グローバルに活躍したいと考えている人は、留
学先で積極的に社会人の輪に飛び込んでみるべきです。そう
いった場に慣れるために、日頃から社会人と関わる機会を持っ
ておくと良いかもしれません。
＜+αを価値あるものに＞

はっきり言って、語学だけを学ぶために海外留学する時代は
すでに終わっています。語学を極めたいのなら、金沢大学内で
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の環境で十分に事足りるはずです。わざわざ高いお金を払い、
遠い異国の地で身の危険に晒される必要など全くありません。

そうまでしてわざわざ外地に身を置いたのであれば、「語学+
α」が絶対必要で、語学の習得（レベルアップ）は必要最低限の
項目に過ぎません。重要なのは、「+α」をいかに大きく価値あ
るものにできるか、ということです。

私は自分にしかできないこと、現地でしかできないことに常
に重点を置いて行動していました。例えば、中国人の子供向け
サッカースクールでのインターンシップ、日中友好成人式のス
タッフ、東日本大震災復興支援×日中交流イベントの企画など
です。サッカーが好きでボールを通して子どもたちを笑顔にし
たい、日中関係が冷え込むこの時代に若者同士で何か行動を起
こせないか…などという思いがあって、このような活動にも力
を入れていました。
「+α」の中身は十人十色です。留学を志す人には、留学で何

をしてきたのかと問われたとき、『語学だけじゃなくて、こんな
こともしてきました！』と、自分がしてきたことを自分の言葉
で堂々と語れるように、積極的にチャレンジして欲しいと思い
ます。

中　　国

南京大学
人間社会学域国際学類　高藤　杏里

私は三回生後期の時期から約1年間中国の南京大学へ留学し
ました。多くの人が北京へ留学する中、南京大学を敢えて選ん
だのは、語学のためだけではなく、反日感情に興味があり、そ
こから南京という土地で過ごし、その雰囲気を知りたいと思っ
たからです。

●留学前に
（ 1 ）中国人留学生との交流
私の周りには南京大学へ留学していた方がいない上に、ネッ

ト上にも古い情報しかなく、頼る相手が少なかったのですが、
留学前に現地のことを知る留学生と交流があったおかげで彼ら
の助けを得て、留学生活を無事に終えられました。また、金大
で知り合った友人には、中国で一番大切な行事である、旧暦正
月の春節の時期に、杭州の友人宅に一週間程招いて頂き、伝統
的な中国の旧正月の過ごし方を体験させていただきました。留
学生との縁や交流は大切です。
（ 2 ）事前学習
やっておけばよかったと思うことは、中国の歴史や地理を勉

強しておくことです。基礎知識があるかないかで現地人との会
話の弾み方と旅行の楽しさに大きな差が出ます。また、日本に
ついても基礎知識はいれておいたらいいと思います。私はよく
日本の基本月収をよく聞かれました。また村上春樹や川端康成
などの小説家、スラムダンクやコナンなどのアニメなど固有名
詞を中国語でどういう言い方をするのか覚えておくだけでもコ
ミュニケーションの幅が広がると思いますよ。
（ 3 ）健康診断
留学後、健康診断書の提出が必要ですが、日中友好病院のも

のは検査項目に不足がないので、地元に近いところがないか探
してみるのが良い手だと思います。私は金沢医療センターで受
けましたが血液検査の項目が足りないと言われ、その場で採血
されました。また、レントゲン写真の提出も必要です。健康診
断書以外にも学校や各機関へ提出しなければならない書類はよ

く確認しておいてください。

●留学中
（ 1 ）学生寮
派遣留学の協定校は交換留学生に対して寮を用意することが

決められています。ですが留学直前に寮は早いもの勝ちで、部
屋がなくなり次第各自不動産屋へ行って外部の部屋を探せ、と
いう旨の連絡が来ました。留学生係の方や中国人の友人に掛
け合ってもらいましたが取り合ってもらえず、結局早めに現地
に赴くことで無事入寮することができました。私は少しでも中
国語を話す機会を増やそうと思ったことと、値段の安さから二
人部屋を選びました。しかし、周囲では二人部屋でトラブルに
なったという話は結構聞きました。半年は寮で過ごし、ある程
度生活に慣れ余裕ができた頃に残り半年は外の部屋を借りると
いう人もいます。ルームメイトとトラブルになるとまず勉強面
に支障をきたすので、寮の部屋をどうするか選択できるならば、
自分の性格や習慣を熟慮して慎重に選ぶべきだと思います。
（ 2 ）学校
実力テストによってクラスが振り分けられます。このテスト

にはスピーキングがなく、日本人は高めのクラスに入れられが
ちですが、クラスは自由に変更できます。高級、中級、初級の
大きな枠の中でも更にレベル別に細かくクラスは分けられてい
るので、自分のレベルに合ったクラスをよく吟味してくださ
い。授業は主に、口語、リスニング、読解の必修授業が午前中
に行われます。選択授業は午後に行われ、太極拳、書道、日中
翻訳、貿易等多くの授業から選択できます。

★言語上達の手段
南京大学には鼓楼キャンパスと仙林キャンパスがあり、交換

留学生は主に鼓楼キャンパスで授業を行います。ほとんどの中
国人の本科生は仙林キャンパスにいるので、実は学校にいる間
は、先生の授業を聞く以外で中国人と話す機会はあまりないの
です。言語習得で一番大事なのはアウトプットだと思います。
積極的に自分を表現せざるを得ない場所へ放り込んでみるのも
学習の一つだと思います。
（ 1 ）旅行
中国は世界遺産が世界で二番目に多く、観光地がたくさんあ

ります。旅行は必ずするべきです。行きたい場所を書き出して
おくとよいでしょう。ガイドブック『地球の歩き方　中国』が役
立ちます。旅行は観光しながら言語を上達させる絶好の学習
チャンスです。私自身は帰国の20日前から一人旅をしました

ア
ジ
ア



4

が、心の底から本当に行ってよかったと思っています。旅行先
で様々な出会いがあり、いろいろな人の厚意を受けました。そ
して、日本で暮らしていては絶対に遭遇し得ない場面にでくわ
し、驚き、文化差異を身に染みて感じとることができます。ま
た、自分より言語がうまい人がいるとどうしても頼ってしまう
ので、人と行くなら同レベルの人と行くのがいいと思います。
（ 2 ）友人を作る
言語を伸ばしたいなら日本人とあまりつるまない方がいいで

す。ただ右も左もわからない初めのうちには頼れる人を見つけ
ていろいろ教えてもらうのがいいと思いますが、依存はしすぎ
ない方がいいです。私はいつまでも自分の中国語に自信がなく
いつも日本人とつるんでいましたが、それが一番大きな学習障
害だったと大変後悔しています。中国人でなくとも世界各国か
ら集まった留学生との共通言語は中国語ですから、多くの友人
を作ってアウトプットの場を作ることがいいと思います。ま
た、先ほど述べたように学校内には中国人と接する機会は少な
いので、積極的に相互学習の相手を探した方がいいと思いま
す。

●最後に
中国へ留学したい方が一番に不安に思うことはなんでしょう

か。反日、食品の安全問題、大気汚染…中国についてネガティ
ブなニュースが近年多いですが、私が中国留学を決めたきっか
けの一つは実際にこの目で見てみたいというものです。現地で
生活しなければ知れないこと、できないことというのは存外た
くさんあります。

また、北京語を学びたいと思って迷われる方もいると思いま
す。しかし、中国は大きくて、中国で過ごしていると北京語が標
準語であるとは決していえないということがわかってきます。
その点、南京大学では先生の話す標準語だけでなく南方の方言
にも慣れることができます。実際、hの音が抜ける中国語を喋
る方は結構います。

留学で悩んでいる方へ、私は本当に留学へ行って良かったと
思います。実をいうと留学は決していいことだけではありませ
ん。いろんな困難や苦難があります。最終的に得られるものが
あるかどうかは自分次第です。教授に以前「中国へ行って自分
を変えるのではなく、中国へ行くために自分を変えなければい
けない」というような言葉を頂きました。正にその通りだと今
そう思います。ただ行くだけでは何も変わりません。留学へ
行ったあとも、自分で何をすべきか考えながら過ごすのが良い
のではないかと思います。気になることがあれば、いつでも聞
いてください。アジア研究室には常にアジア各国の留学経験者
がいます。

中　　国

北京語言大学
人間社会学域国際学類　生越　幸香

私は3年生後期の約半年間、北京語言大学に留学しました。
留学を決めたきっかけは、大学に入ってから学び始めた中国語
に大変魅力を感じ、実際に現地に赴いて中国語を学びたいと
思ったことです。また、金沢大学の多くの先輩たちも留学を経
験されていて、留学できる制度がきちんと整っていたため、留
学を決意しました。しかし、私は留学前に一度留学を諦めよう
としたことがありました。やはり、家族の意見に左右されて腹
を括れずにいました。本当は1年間の留学を希望していたので

すが、半年間という条件で親の許可を得ることができました
が、今思えばやはり1年間留学しておけばよかったな、と思い
ます。半年間ではやっと中国語に慣れてきたころに帰国するこ
とになってしまい、少し物足りないと感じました。ここでは、
私の留学生活についていくつか報告したいと思います。

【生活面】
現地に渡ってからは、日本とは違った風景、言葉、人の様

子などに馴染むことができず、最初は不安と隣り合わせで過
ごしていました。しかし、1ヶ月もしないうちに生活には慣れ
ることができました。北京語言大学は「五道口」という地区に
あり、五道口周辺には語言大学の他にもたくさん大学があり、
学生の多い活気のある街でした。大学の構内や付近には飲食
店やスーパー、コンビニ、ファッションセンターなどがあり、
生活に不自由することはありませんでした。毎日の食事は基
本的に外食です。学校内にある食堂では豊富なバリエーショ
ンの中華料理を食べることができます。一食300円程度あれ
ば満足に食べることができます。大学の近くには日本料理店、
韓国料理店、ファストフード店などもあり（日本でも馴染みの
あるファストフード店もたくさんあるので安心です）、食堂の
ご飯に飽きたときに利用していました。生活に慣れてくると、
留学生寮のキッチンを使用して友達と一緒に自炊することも
ありました。

また、交通手段についてですが、北京市内では地下鉄に乗る
ときもバスに乗るときも同じプリペイド式の交通カードを使用
します。大変便利なので現地に到着次第すぐ購入することをお
すすめします。ちなみに地下鉄は北京市内どこへ行っても片道
2元（30～40円）でした。毎日午後は授業がないため、地下鉄
に乗って少し遠くまで足を運んだり、北京市内各地を巡ること
ができました。また、大型休暇中を利用して旅行することもで
きました。その際、大学構内に各種交通チケットを予約できる
場所があり、そこを利用して列車などの予約をしました。パス
ポートを持っていれば簡単に手続きができました。

【学習面】
授業は月曜日から金曜日まで毎日ありました。1日4コマで

前半2コマと後半2コマで1教科ずつ授業を受けます。授業は
午前中のみで、午後からは自由時間となります。私の場合、毎
日後半の2コマは「総合」の授業でした。「総合」の授業ではテキ
ストの本文に沿って、聞き取り、読解、作文など多角的に中国
語を学びました。前半2コマは「口語（スピーキング）」「聴力（リ
スニング）」「読解」の授業が毎日ローテーションでありました。
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それぞれの授業で課題が出されるため、午後からの時間は毎日
課題や予習・復習に充てました。テストは、「総合」の授業が一
番多く、単元ごとのテスト、中間テスト、期末テストがありま
した。テストも重要ですが、成績には授業への参加度も大きく
関わるため、やはり毎日の授業にしっかり参加することが重要
だなと感じました。また、私は語言大学の近くにある北京科学
技術大学の日本語専攻の学生と相互学習をしていました。毎週
カフェでおしゃべりをしたり、授業で分からなかった部分を聞
いたりして、お互いにそれぞれの言語の理解を深めることがで
きました。相互学習はとてもおすすめです。

最後に、半年の間留学は私にとって長いようでとても短かっ
たです。中国語にも慣れて「いよいよこれから！」という時期に
帰国になってしまいました。もちろん、留学は自分にとっての
大きな経験になりました。しかし、もっとたくさん中国人の友
達をつくってもっとたくさん中国語に触れていれば、と少し後
悔してしまう部分もあります。これから留学を志す皆さんに
は、後悔しないよう全力で留学に取り組んでほしいです。

人間社会学域国際学類　西村　友希
留学が決まってから現地に行くまで、諸先輩方にいただいた

言葉は当時の私にはとても不安で頼りなく感じました。しかし
留学を終えた今、私も同じことを考えています。

「行ったらなんとかなる」
ですがなんとかなるにも程があるわけで、現地でのお金の入

手方法、保険、携帯電話の設定など必要最低限の準備はしてお
きました。事前に調べておけばよかったと唯一後悔したのは、
偽タクシーの見分け方です。私は無事に最寄り駅で降ろしても
らえましたが最悪の事態が頭をよぎるほど不安でした。空港で
タクシーを利用する際には知っておいて損はありません。自分
の身を守るためにも、留学を充実したものにするためにも準備
は入念にしておいた方が良いと思います。

大学に到着して一番に行ったのは入寮の手続きでした。心身
ともに疲れ果てていたので、受付のお姉さんの日本人と同室で
も良いかという問いにうなずいてしまいました。結局運よくタ
イ人と同室になったので楽しく刺激的な日々を過ごすことがで
きましたが、あの日うなずいてしまった自分が今でも悔しいで
す。寮の部屋割りは融通が利くようだったので、勇気を振り
絞って希望を伝えてみてください。

寮の周りや校内には小さな店がいくつもあり、食材やおやつ
を毎日のように買いました。なんとか現地の人と会話をした
かったので無理やり話題を作って店の老板（店主）と話をした
りもしました。そのうち顔見知りになって世間話をするように
なった時はとても嬉しかったのを覚えています。

また語言大は学生の半分が留学生なので、寮はもちろん校内
や学校周辺いたるところで外国人を見かけます。彼らのなかに
は流暢な中国語を話している人が少なくなく、「あんな風にな
りたい」という目標が常に持てる良い環境でした。スポーツや
太極拳のクラス、サークル活動、相互学習など、行動しさえす
ればなんでもできる場所でもあります。そこらじゅうにチャン
スが転がっているので、とにかく行動あるのみ！精神で生活す
ることが大事だと感じました。

授業はレベル別のクラスに分かれて受けます。入学手続きと
同時に中国語での簡単な質疑応答、1段落ほどの文章を音読す
るだけの簡単なテストを受けて割り振られますが、授業やクラ
スメイトのレベルが合わない場合は期間中ならクラス変更をす

ることができます。授業内容からも語言大では発音と文法の応
用を重視しているようでしたので、高レベルのクラスに入りた
いのであれば実践的な会話力を身に着けておく必要がありそう
です。

また入学手続きの際に保険の加入が必須でしたが、事前に日
本の保険に入っていたのでこちらの保険は一度も使いませんで
した。

病院事情についてですが、一度お腹を壊して大学内の病院に
行ったことがあります。日本の保険が使えたうえ日本人のス
タッフがおられたので、安心してキャッシュレスで治療を受け
ることができました。寮のすぐ近くにあるので徒歩で通える点
も便利でした。

私は半年間の留学を選びましたが、メリットは4年で大学を
卒業できることでした。ですがそのぶん帰国後の学生生活が短
いというデメリットが大きく、私の場合その半分を就職活動に
費やすことになったので、5年生になる友人をうらやましいと
思うこともあります。様々な面から考えて自分にとってベスト
な形をとったので後悔はしていませんが、1年間と半年間の差
は確かにあります。語言大へ留学した理由も半年間を有効に過
ごすには語学研修ですでに慣れている学校が良いと考えたから
です。未知の土地へ行きたい気持ちもありましたが、とにかく
短期間でできるだけ中国語を学び現地を知るという目標を持っ
て語言大を選択しました。これから留学へ行こうとする方に
も、良く考えて後悔のない選択をしてほしいと思います。

私は留学を決意する際に先生と話をさせていただく機会があ
り、そこで卒業論文や将来のことについて打ち明けることで留
学の目的がはっきりしたように思います。もし自分の中にある
思いがよくわからなかったり悩みがあったりするのなら、友人
や先輩方はもちろん先生方にご指導いただくことも一つの方法
だと思います。

中国で過ごした5か月間、嬉しかったこともあれば嫌だった
こともあります。いろんな人と知り合えたこと、ことばが通じ
たこと、中国人に間違われたこと…。偽タクシーに乗ったこ
と、お腹を壊したこと、値切りに失敗したこと…。どんなとき
も口では「やっぱり日本がいい」と言いつつ心の中ではとても楽
しんでいました。文化の違いは時として受け入れがたいときも
ありますが、うまく前向きにとらえることで異文化や様々な人
と上手に付き合えるようになるのだろうと感じています。以上
少し偉そうなことを書いたかもしれませんが、少しでも読んで
いる方の役に立てることを願っています。みなさんの留学に幸
あれ！
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インド

ティラク・マハラシュトラ大学
人間社会学域人文学類　中村　　諒

ナマステ！私は2013年8月から2014年の8月まで1年間、
インドはプネー、ティラクマハラシュトラ大学に留学していま
した。皆さんはインドにどのようなイメージをお持ちでしょう
か？インドは12億人以上の人口を持つ超大国で経済発展がめ
ざましく、次世代の世界の牽引役として注目されています。イ
ンドは「世界の縮図」と呼ばれるように、多様な言語、宗教、地
域から構成されており、文化的にも非常に興味深い国です。と
りわけプネーはインドの中でも学術都市として有名で、数多く
の大学があり様々な国から留学生が来ています。ここでは1年
間の留学を通して思ったことを勉強、生活の2つに分けて書き
ます。

＜授業＞
ティラクマハラシュトラ大学で、どのような授業が用意され

ているかご紹介します。私が所属していたのはIndology（イン
ド歴史学）コースです。インドの宗教建築、美術史、インド哲
学、古代の社会システムなどを学びました。インドの文化は仏
教の伝来と共に日本にかなり影響を与えています。それは日本
の文化にも通底するところがあり、自国の文化を見直す違った
視点を得ることが出来ます。私のコースでは英語7割、現地語

（マラティー語）3割で進められるので、内容について行けな
いことも多々ありました。その一方で、授業後やテスト前に個
人的な補足をしてくれるなど、先生やクラスメートは非常に良
くしてくれました。他の学科には海外からの学生も多くいたの
で、全て英語で授業が行われることもあるようです。

外国人向けの英語コースも無料で受けられました。もっとも
レベルにばらつきがあるので、満足できるかは別ですが…。ア
ラブ諸国やアフリカからの留学生が多く、他の派遣先の大学と
は一風変わった体験ができるでしょう。学外には英語はもちろ
ん、ヒンディー語や現地語の語学塾などあるので、利用すると
スムーズに語学を学ぶことができます。とはいえ、あくまで日
常で使用する言葉はマラティー語もしくはヒンディー語です。
そのうえ、インドの英語は「ヒングリッシュ（ヒンディー語の発
音の影響を受けた英語）」と呼ばれ、独自性があります。留学の
目的が本気で英語を伸ばしたい場合は、向いてないかもしれま
せん。私は英語の話せない人々とも話をしてみたいと思ったの
で、友人の紹介してくれた先生にマラティー語の個人レッスン

をお願いしました。マラティー語は日本語とも似たような構造
を持ち、発音以外は比較的学習しやすい言語でした。

＜生活＞
初めに住居についてです。1年間で計3つの場所に住みまし

た。最初は大学が用意してくれたゲストルームに3カ月住んで
いました。しかし、インド人と一緒に住んでみたくなりルーム
シェアを探した結果、6人で1部屋をルームシェアすることに
なりました。学生、銀行員、警備員、八百屋のおじさんなど。
様々なバックグラウンドを持ったインド人と話ができました。
そして、最終的にはお手伝いをさせてもらっていたNGOのゲ
ストルームに住ませてもらいました。環境を変えて、異なる立
場の違う人たちと話す機会を増やすというのは、インド社会の
一端を知る良い機会になりました。

街はインドらしい喧噪に包まれて、活気にあふれています。
けたたましく鳴るクラクション、人であふれかえった道、チャ
イを飲み笑い合う人々。私自身、インドを歩いた時に感じる

「生」の雰囲気がたまらなく好きです。ただし、一般的に見て好
む人は少ないかもしれません。交通状態も最悪で渋滞もざらで
す。治安に関しては意外にも、場所と時間さえ間違わなければ
おおむね安全です。

残念ながらヨーロッパに留学した人が経験したようなパー
ティーや飲み会のような娯楽はほとんどないです。唯一の娯楽
はインド映画です。またハイキングやツーリングのような自然
派のレジャーはあります。

＜最後に＞
「インドに行くと価値観が変わる。」インドに関してよく言わ

れる文言です。少し安っぽく聞こえますが、その通りだと思い
ます。なぜなら、基本的に私たちの「常識」はインドでは通じま
せん。彼らの「常識」がどのように形成されたか考えると同時
に、我々が無意識に受け止めていた「常識」もなぜそうなのか考
えるきっかけになります。日常生活でこんなに自分の価値観が
揺さぶられる国は他にないでしょう。「インドは好きじゃない
のに、またインドに行きたくなってきた！」これもよく聞くイ
ンドに行った人の感想です。

留学は手段であって、目的ではありません。行ってどうする
かという意識を持つべきだと思います。また、留学に行った友
人からも、少し自分のイメージしていた校風や国柄が違った、
というようなミスマッチがあると聞きました。その時にどう自
分を調整するか、というのも大事なこととは思いますが、まず
はそうならないのがベストです。今はインターネットで何でも
調べられる時代です。しかし、フィールド文化学コースの私と
しては、百検索は一会にしかず！もし少しでも興味があれば
Facebookやメールでもなんでも良いのでご連絡ください。私
が先輩方、先生方、大学職員の方々にお世話になったように、
最大限のサポートをします。

みなさんが実りある留学ができるよう願っています。

韓　　国

国立釜慶大学
人間社会学域国際学類　山崎　夏代

私は2013年3月～12月までの約10か月間、韓国の釜山にあ
る釜慶大学に留学しました。大学2年生のときに釜慶大学のサ
マープログラムに参加し、約3週間を韓国で過ごしました。こ
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れが私の初めての海外でした。サマープログラムでは釜慶大学
の学生がバディとなって、3週間私たちと一緒に授業を受けた
り、釜山のいろいろなところに連れて行ってくれたりしたので
すが、そのとき私は釜慶大学の学生の日本語のレベルの高さに
驚きました。日本に一度も行ったことのない学生も、流暢に日
本語を話すのです。もちろん日本に留学をしていた学生も多く
いましたが、釜慶大学の学生の意識の高さと、学習のレベルの
高さを知り、この大学で、この学生たちと勉強したいと思い、
派遣留学への応募を決めました。

現在、金沢大学の韓国の協定校は、釜山だけでなくソウルや
仁川など8校ありますが、私は釜慶大学に留学できたことを誇
りに思いますし、間違っていなかったと自信を持って言えま
す。私の報告書を読んで、後輩のみなさんも釜慶大学に留学し
たいと思っていただけたら幸いです。

【留学前の学習】
私は大学に入学して、第2外国語としてスペイン語を履修し

ており、韓国語に触れたことすらありませんでした。派遣留学
に応募することを決めてから、まず電子辞書に韓国語を入れ、
韓国語の授業（A1～A4）を受講し、予習・復習はもちろん、家
でも韓国語のバラエティ番組を字幕付きで見てみたり、韓国語
に毎日触れるようにしていました。派遣留学の面接を終え、正
式に留学が決まってからは、韓国語の単語帳やテキストを買っ
て、勉強し、韓国での授業に備えました。

【費用】
留学を希望している方の中で、気になるのはやはり留学にか

かる費用だと思います。私も例外ではありませんでした。まず
初めに、10か月間で私の留学にかかった費用を言いますと、総
額約80万円ほどでした。とても少ない費用で済んだと思いま
す。私は、留学をする学生向けの奨学金に応募しましたが、残念
ながら落ちてしまいました。しかし釜慶大学から留学準備金と
して、約100万ウォン（当時約8万円）をいただくことができ、
そのお金を航空券やビザの手続きなどに回しました。学内や学
外での留学をする学生向けの奨学金は、さまざまあり、現在で
は私の留学した当時よりも多くの奨学金をもらえるチャンスが
あると思うので、よく調べてぜひ応募してみてください。また
月々にかかる費用は、約6万円でした。釜慶大学の寮は、3食付
きで月35000円と、とても安かったので、外食をしたりショッ
ピングをしたりしても、月にかかるお金を安く済ませることが
できました。

【留学中の生活】
釜慶大学ではバディ制度があり、留学生一人一人に韓国人の

学生がついてくれて、留学生活の手伝いや、ご飯に一緒に行く
こともありました。韓国語もままならない状態だった私は、外
国人登録や携帯の手続き、授業の履修登録など本当によくバ
ディに助けてもらいました。

授業に関しては、前期は留学生用の授業、後期は専門科目に
も挑戦し、韓国の学生と一緒に授業を受けました。韓国は1つ
の授業につき、週に50分×3コマという授業体系で、前期は5
つ、後期は4つの授業をとりました。その他に、日本語の授業に
TAとして参加させていただき、そこでは韓国人の友達を作る
良い機会にもなりました。前期の授業では、留学生用の授業に
も関わらず、オリエンテーションの段階で挫折しそうになりま
した。もっと留学前に勉強してくるべきだったと、とても後悔
したことを覚えています。オリエンテーションのあとに先生に

「ついていく自信がない」と言ったら、「日本の学生は初めみん
なそう言うけど、最後の方には一番できるようになっています
よ」と励ましてくれました。実際に、前期が終わるころには授業
が理解できるようになり、発表会では、他の留学生からの投票
でも一番良かったと言ってもらえました。しかし、後期の専門
科目はやはりそんな甘いものではありませんでした。私は留学
前から、韓国において日本はどう学ばれているかについて勉強
したいと思っていました。そのため後期は、それに沿った歴史
学科の授業と、日語日文科の授業をとりました。言葉のスピー
ドも速く、釜山の方言も入っていて、内容もとても難しかった
ため、諦めそうになりましたが、一緒に授業を受けていた韓国
人の学生や先生に助けてもらいながら、なんとか最後までつい
ていくことができました。

放課後には、韓国人の学生や留学生の友達と毎晩のようにお
酒を飲みに行きました。そのせいで次の日の授業が辛かったこ
ともありましたが、韓国語の上達にはお酒を飲みに行くのが一
番だと思います。

また私は幸運なことに、日系企業の役員の方に、約半年間、
日本語を教えるバイトをさせていただきました。何の専門性も
ない私がお給料をもらって、日本語を教えるということに少し
引け目を感じましたが、本当に貴重な機会となり、このご縁に
感謝しています。

【韓国の良さ】
最後に、韓国留学の良さを伝えてこの報告を終わりにしたい

と思います。韓国は、非常に教育熱心で学歴社会の国なので、
学生たちも試験前になると図書館の席が全部埋まり、一日中勉
強しています。先生との繋がりも強いので、授業をサボる学生
もほとんど見受けられず、学生の勉強に対する意識が本当に高
いです。また、韓国人はとても打ち解けやすく、お酒を飲むと
さらに仲良くなれます。友達になると、あれこれ手伝ってくれ
たり、プレゼントをくれたり、本当によくしてくれます。実を
言うと、もともと私は韓国にあまり興味がなく、まさか自分が
韓国に留学するなんて思ってもみませんでしたが、今は韓国に
留学をして本当によかったと思います。気軽に行けるので、今
でも韓国に行くと留学中のように朝まで遊んでくれます。経済
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的負担も少なく、意識高い学生たちに交じって学習ができるの
で、留学してみたいけど迷っているというのであれば、韓国へ
の留学をおすすめします。

韓　　国

仁荷大学
人間社会学域国際学類　中村　優子

留学の準備
私は、3年の夏に仁荷大学の語学研修に参加し、その経験

から留学を決心しました。留学前にTOEFLや韓国語能力試験
などのスコアはなくても大丈夫ですが、金沢大学での面接は
韓国語で行なわれますし（細かい説明は日本語でもOK）、申請
書類などの仁荷大学とのやり取りはほぼ英語で行われるので、
事前に韓国語も英語も勉強しておいて損はありません。VISA
の発行は、大学から許可書が送られてくるので、約1週間で発
行されます。ただし、金沢から一番近い領事館が新潟にあり、
発行受付が午前中のみだったため、朝早く新幹線に乗り帰り
はバスで帰りました。受け取りは宅配で受け取ることが可能
です。時間がない場合は旅行会社に代行を依頼することもで
きます。

留学中
〈授業〉

渡韓前に履修登録をしなければならず、チューターに相談し
たり、金沢大学にいる仁荷大学の交換留学生に方法を教えても
らったりして、無事履修登録を終えました。また、中間考査後
の一週間を消しゴム期間といって、履修を取り消すことも可能
です。

語学や文化の他に、社会福祉に興味があり、日本と同様に少
子高齢化が深刻な社会問題となりつつある韓国の社会福祉の
現状を学びたいと思い、正規の授業に頼み込んで受けさせても
らいました。授業の前半は講義を受け、後半は予め決められた
テーマをグループで討論し発表しました。その他にも、障害福
祉センターに見学に行ったり、社会福祉を題材とした映画を鑑
賞したりしました。授業で分からなかったことや聞き取れな
かったことは、同じ授業を受けている韓国人の友達に教えても
らい、優しい人達ばかりで本当にお世話になりました。語学に
自信がなくても、学びたいという気持ちがあれば、たいていの
授業で受け入れてくれるので後は自分の努力しだいです。

〈寮生活〉
寮内に食堂やコンビニ、ハナ銀行のATMがあって便利です。

冷蔵庫や電子レンジがあるので自炊もできます。また、語学研
修中は第1寮でしたが、留学中は第2寮でした。両者の設備に
ほとんど違いはありません。一度日本からの荷物が第1寮に届
いてしまい、持ち帰るのが大変でした。寮費は学期ごと長期休
暇ごとに支払います。支払い方法は、まずウェブ上で申請しま
す。基本4人部屋ですが、お金を出せば2人部屋に住むことが
できます。許可が出ると、今度は振込みです。ハナ銀行名義なの
で、事前に通帳を作っておくと便利です。申請や訂正、振込み
は期間を厳守しましょう。特に気をつけなければいけないこと
は、長期休暇費と学期費は期間に3日ほど日時のずれがあり、
その差額分をまた別に支払わなければいけません。掲示版でそ
のことが案内されていたのですが、うっかり勘違いして見過ご
してしまい、寮の管理者に言われて初めて気づきました。交換
留学生だったので、軽く注意されるだけでしたが、その横で正

規生の人が同じ内容で厳しく怒られていました。部屋割はその
時々によって違いますが、基本的に留学生同士で同じ部屋にな
るそうです。

〈金銭面〉
大学内にハナ銀行の支店があり、さらに「PLUS」マークがつ

いたATMがあるので国際キャッシュカードが使えます。また、
キャッシュパスポートを使っている友達もいました。いろいろ
な方法があるので、自分に一番あった方法を時間に余裕を持っ
て調べましょう。

一年近く韓国に住んでいると荷物が多くなり、宅配用最大
サイズ2箱合計で約1万円ほどでしたが、手持ちのお金が足り
なかったのでクレジットカードで支払いました。このように、
万一のためにクレジットカードがあると便利ですが、手数料も
掛かるのでなるべく使わないようにしましょう。海外で使うと
たいていの場合分割払いに設定されているので、あとで設定し
直すといいです。

私が留学する学期からちょうど日本人向けの奨学金制度がな
くなってしまい、また日本でも奨学金は受けることができませ
んでしたが、もともと留学に必要な最低限のお金は準備してい
たので大丈夫でした。

〈バイト〉
友達が学校近くの日本料理系の飲食店でアルバイトをしてい

ました。時給は安いですが、韓国人のバイト仲間も増え、とて
も楽しそうな姿を見て、私もアルバイトをしておけばよかった
と後悔しました。韓国には日本企業が多いので、極まれに大学
側から紹介があったりします。

〈携帯・ネット環境〉
携帯を買うときには、外国人登録証が必要で、この外国人登

録証が入国してから1ヶ月ほど掛かります。ソウルには外国人
用の売り場がありますが、それ以外は外国人が1人で買うのは
難しく、また、韓国はWi-Fi環境が整っているので、スマホが
あればカカオトークやメールはできますが、いざという時電話
が繋がらないと不便なので、我慢せずに韓国人の友達の助けを
借りたほうが良いです。日本とは違い、名義変更が簡単なので、
まずは友達の名義で契約してもらい外国人登録証を受け取って
から名義変更するといいです。新品だと、本体価格約1万円＋
月50000～80000ウォンします。ちなみに私は、友達名義で
プリペイド携帯を買ったので、各種手続きは大変でしたが、月
30000ウォン程でした。

ネット環境は、大学や寮にパソコンがあり自由に使えます
し、私が留学中に有線から無線に変わったので寮内ではどこで
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もWi-Fiが繋がるようになりました。また、韓国のたいていの
カフェでWi-Fiが使えます。
最後に

語学習得のために一番必要なことは分からない事があったら
すぐに質問して覚えることです。私の場合、それがなかなかで
きなくて苦労しました。何度も聞くのが悪いなと思うなら、聞
くのをやめるのではなくむしろどんどん質問して覚えて語学を
上達させましょう。そして、どんな状況でも楽しむことです。
実際、留学中は楽しいことだけではなくつらいこともありまし
た。緊張して自信もないので上手く話せず、留学して数ヶ月し
てもほとんど単語で話している状態だったので、交換留学の担
当の人にタメ口で話していると認識されて注意されたのが、自
分も悪かったのですが、ショックでした。ものすごく落ち込ん
でベッドから出たくないと思う時もありましたが、今考えると
これも貴重な体験でした。留学前も留学後も、知らないことが
多すぎて調べることが沢山ありました。調べるという過程の中
で学んだことも多く、例え失敗して目に見える形で結果が残ら
なくても、無駄ではないと思います。

韓国と日本は関わりが深いので、留学に行けば、韓国語が上
手な日本人、日本語が上手な韓国人は沢山います。周りとの差
に焦る事もあると思います。しかし、一番楽しいことは、語学
が上達していく過程でその国の文化や歴史が見えてくることで
す。実際に自分が見て感じて体験してみないと分からないこと
が沢山あります。学ぶ過程を大事にして欲しいと思います。最
後にこの場をお借りして、今回私の韓国留学を支援していただ
いた全ての方々に感謝を申し上げたいと思います。

マレーシア

マラヤ大学
人間社会学域国際学類　川上　成美

Assalamu alaikum!
マレーシアと聞いて、何を思い浮かべますか。大半の人は青

い海、ココナッツといったリゾートのイメージが強いのではな
いでしょうか。マレーシアは、もちろんイメージどおりの白砂
と青く澄んだ海も魅力ですが、もうひとつの魅力として、多文
化・多言語の併存が挙げられます。マレー系、中華系、インド
系で構成されていて、その他にも様々な国の人が仕事をした
り、勉強をしたりしにきています。とくにマラヤ大学では、他
の東南アジア諸国、東アジアはもちろんのこと、南アジア、中
東、アフリカ、欧米、中南米など全世界の人が集まり、勉強し
ています。その中で勉強し、様々な文化・宗教をもつ人たちと
仲良くなれたことは、私の中で大きく人生を変えた経験になり
ました。

【留学を決めた理由】
私は日本語教育を専門に勉強し、日本語教師に関心がありま

す。AAJというマレーシア人に対して2年間、日本留学のため
の予備教育を行う施設があります。さらに東アジア学部日本学
科もあり、日本語教育に熱心に取り組む大学であったことが理
由の1つです。また、マレー語を公用語としているのにも関わ
らず、ほぼすべての世代が英語を話せるという教育環境に魅力
を感じたのが2つ目の理由です。

【マレーシアでの生活・住環境】
前期は大学の寮に住んでいました。マラヤ大学には12棟の

寮があり、留学生のほとんどは10寮に入れられます。部屋は
2人で共用、450RM（14000円）ルームメイトはランダムに
決められます。私のルームメイトはインドネシア人でした。洗
濯機の使用は有料で2.5RM（70円）かかります。シャワーは5
つあって、お湯が出るのはそのうちの1つでした。そのうち水
シャワーにも慣れます。マラヤ大学は広いので、自分の授業が
行われるキャンパスまではシャトルバスで移動することになり
ます。学生証を持っていれば無料です。

正直に言うと、寮の環境は来た当初、シャワー室もトイレも
キッチンも、心地よく使えるには程遠いものでした。そこで私
たちは、少しでもよい環境にするために、全寮生に呼びかけて
ミーティングを開きました。ここでは多くのことを自分たちで
解決しなければなりませんでしたが、そのような環境に身を置
いたことはとてもいい経験だったと思います。

後期は大学の近くのコンドミニアムに部屋をかりて2人のイ
ラン人とハウスシェアをしました。ハウスメイトとはもめたこ
ともありましたが、寮にいた時よりも英語で話す機会が増え、
宗教の考え方を深く議論することもありました。また一緒のコ
ンドミニアムに住んでいた留学生たちとも仲良くなることもで
き、思い切って寮をでたことは私にとってとてもプラスだった
と思います。特に私はスーダン人、インドネシア人、韓国人、
イラン人の友だちとよく行動していました。このように国際色
豊かな交友関係を築けるのもマラヤ大学に留学したからこそだ
と思います。

マレーシアで生活する上で注意すべきことは、時間通りに進
まないということ、サービスが充実していないということで
す。事務手続き等はたらい回しにされることが多く、事務の言
うことが変わることもしばしばです。根気強く通うしかないで
すが、ある程度生活するとマレーシア時間に慣れてくると思い
ます。学校のことは留学生係のコリンズに連絡すると確実で
す。大事なことは何事も早めに行動してちょうどいいと思いま
す。治安はそれほど悪くはないですが、1人で夜歩いたり、タ
クシーに乗ったりするのは避けたほうが無難です。

【マレーシアでの勉強・研究】
大学の授業はもちろんですが、日本語教育を専門としている

こともあり、東アジア学科の日本語クラスにTAとして参加し
ました。そこで学生たちと話し合い、東南アジアの人たちに
とっての「日本」を知ることができました。その体験を経て、将
来どんな形であれ東南アジアに関わっていくことを決めまし
た。（夏休みはインドネシアで日本語教育のインターンを行い
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ました。）
生活のところでも述べましたが、マレーシアでは「時間管理

意識」が日本とは全く違います。私はそのことについて深く関
心を持ち、卒業論文調査を行いました。その研究のために、マ
レーシア大使館の方や日系企業の社長や従業員の方々に直々に
お会いし、卒業論文のプレゼン・調査協力依頼をさせていただ
きました。また研究アンケートを日本語と英語で作ったり、英
語でビジネスメールをやりとりしたりしたことも貴重な経験で
した。

もちろんこれは、周りの人の協力があってこそでしたが、元
をたどれば、自分の行動力によって得られた機会だと思ってい
ます。自分から行動すれば、友好的なマレーシア人や現地でご
活躍の日本人の方は、きっといろんな場面で力を貸してくれる
はずです。

人も文化も宗教も魅力いっぱいで、今まさに大きく成長して
いる国がマレーシアです。私はここに留学することで、生き方
が変わりました。是非マレーシアに留学して、いろんなことを
感じ取ってきてください。

人間社会学域国際学類　廣重　明理
私は2013年9月から2014年6月までマレーシアのマラヤ

大学に留学しました。長い長いと思っていた私の約10か月間留
学生活はいつの間にか飛ぶように過ぎていき、マレーシアから
帰国して3か月が経ちましたが、実は日本にずっといたんじゃ
ないかと錯覚するような、まるで長い夢から覚めたような不思
議な気分です。留学を目前にして不安でいっぱいだった1年前
がとても懐かしく感じます。今回の報告書では、現地に着いて
からも混乱することの多い授業の制度、内容など学業の話を中
心にお話したいと思います。

＜マラヤ大学での授業システム＞
マラヤ大学では1つの授業が1週間に3時間あります。3時

間のうち2時間は講義形式で基本的には教授の話を聞き、残り
1時間はチュートリアルといってディスカッションやプレゼン
テーションなど学生主体の授業になります。ほとんどの場合講
義とチュートリアルは違う日に行うため、3時間続けて授業が
あるわけではありません。プレゼンはグループで行うことが多
いです。また学期末には期末試験と最終レポート（A4用紙15～
25ページ）が課されます。

＜授業を受ける前の事前手続き＞
履修したい科目の希望は留学に行く前に書類に書いて提出す

るのですが、現地に着いて授業に出てから変更することも可能
です。学期の第1週目が履修登録期間となっており、学生はそ
の時期に興味のある授業に出席します。授業によっては、マ
レー語で行われたり、留学生の比率が高かったり低かったり、
また人数が少なく開講されないものもでてきたりするので、実
際に一回目の授業に出てから判断する必要があります。半年間
を通して受ける授業なので、内容やレベル、クラスメイトが自
分に合うものかよく考えて決めた方がいいと思います。また、
期末試験は授業の時と同じ時間帯に行われるわけではないた
め、履修登録の際にそれぞれ試験日時がかぶっていないかどう
かを確認するよう注意してください。

＜マレーシアで勉強していたこと・苦労したこと＞
私の場合、マレーシア及び東南アジア全般のことについて広

く学びたいと思っていたため、マラヤ大学ではセメスター1で
主にマレーシアにおける経済の授業をとり、セメスター2では
Arts and Social Science学部から東南アジア社会に関する授
業を選びました。経済と社会は常に密接に関わっていることな
ので、先に経済の勉強をしていたことで後期の授業の理解が深
まってよかったです。特に、私がとっていた東南アジア学科の
授業の先生は、今実際に東南アジアで起こっている問題に基づ
き授業をしてくれたため、飽きることなく話を聞くことができ
ました。

1つの授業につきだいたいどれも3週間に1回から3回プレ
ゼンテーションやディスカッションがあったので、多くの発信
型の授業に出ることとなりました。1つ1つの授業の準備に時
間がかかるため、慣れるまでは夜遅くまで準備や予習をしたり
して十分に睡眠時間を取れないこともしばしばありました。一
方、現地学生や欧米からの留学生は語学力に関してほぼ問題が
ないため、簡単に準備を済ませて授業に出席していました。そ
んな様子を見て悔しくなることもたくさんありましたが、新し
いことを勉強するために来ているのだから当たり前、という気
持ちで日々を乗り切っていました。そんな中でも、やはり異国
の地でいつも自分の大学で習っているものとは違った内容のこ
とを、現地の学生、世界各国から来た留学生たちと学ぶのは自
分にとってとても有意義なものでした。

マレーシアの良いところは、たとえ英語で話すのに時間がか
かっても周りが自分の言うことに耳を傾けてくれるところだと
思います。そのおかげで自然と英語を話す恐怖感も消え、ただ
聞くだけでなく自ら話すチャンスも増えます。そういった意味
で、英語圏ではないマレーシアで学ぶのも英語学習の一つの手
ではないかと思いました。

また、長期休暇を利用して別の大学、マレーシア国民大学
（UKM）でマレー語にも挑戦しました。マラヤ大学でもマレー
語を学習できないことはないのですが、マレーシア国民大学で
の講座の方が質が高く環境もいいと聞いていたので、国民大学
の方へ行くことを決めました。マラヤ大学から国民大学は離れ
ているので、セメスター中に講座に通うことは困難だと考え長
期休暇中に向こうの寮に泊まりながら授業を受けました。マ
レー語は単語を覚えればある程度は話せるようになるというこ
とで、最初のうちはひたすらインプットを繰り返しました。覚
えた語彙が増えてくると、隣でしゃべっている人たちの会話、
街の至る所にある標識や看板の内容が分かるようになり、以前
に見ていた世界とはまた違ったものが見えてくるような気持ち
になりました。先生方は非常に親切で、マレー語だけではなく
マレーシアにおける風習や歴史、宗教についても熱心に教えて
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くださり、短期間ではありましたが本当にたくさんのものを得
ることができました。料金は100時間（60時間の座学＋40時間
の異文化体験）で約5万円です。英語だけでなくマレー語にも
興味がある人にはこの講座をおすすめします。

＜留学生活を終えて＞
私にとって、日本とは全く違う熱帯、イスラム教圏の中に身

を置いて長期間生活するというのは初めてでした。そのため、
周りの人との文化の違い、環境の違いに驚かされることもよく
ありました。1日5回のお祈りや断食、宗教のお祭りや服装、
ヘイズやスコールといった自然環境など、日本ではめったに見
られないものを目の当たりにして受け入れがたいと感じること
もありましたが、授業や現地の方々との交流を通して考え方や
原因を知り、理解を深めることができました。

また、私の留学に携わってくれた方々との出会いをきっかけ
に、帰国後も新しいことを始めるようになりました。語学の勉
強にもより励むようになったり、漠然としていた今後の進路を
絞れるようになったりした他、マレーシアで出会った友達の影
響で趣味も増えました。留学がきっかけとなって、いろんな場
所に行き、いろんな人と出会い、いろんなことに興味がわき挑
戦するようになりました。自分の中での一番の変化は、思い
立ったら何でもやってみる、という行動力がついたことだと思
います。この10ヶ月間は、日本で過ごす10か月間の何倍も刺
激を受け思考をめぐらし、充実したものになったと感じていま
す。マレーシアに魅了された一人の人間として、何らかの形で
マレーシアに恩返しできるような人になれるよう努力したいと
思っているところです。これから行き詰ることがあっても、マ
レーシアでのチャレンジ精神を思い出して乗り越えていこうと
思っています。これから留学を経験するみなさんの現地での生
活が実りのあるものとなるよう、心から応援しています。

ベトナム

ハノイ貿易大学
人間社会学域国際学類　村長　とも

東南アジアの発展途上国ベトナム。最近ではその名を耳にす
ることも多くなってきました。みなさんはベトナムと聞いてど
んな姿をイメージするでしょうか。不衛生で粗悪な環境、雑多
な道路、物騒な街中。あるいは、壮大な自然、美味しいベトナ
ム料理、華麗な民族衣装を想像されるかもしれません。そこに

は、言葉では伝えきれない、現地へ行った人にしかわからない
ベトナムの姿があります。感じ方は人それぞれなので断定はで
きませんが、きっとみなさんが想像しているよりずっとベトナ
ムは美しい国だと思います。ベトナムでの生活は毎日が驚きと
発見でした。

派遣留学決意のきっかけ
「海外留学してみるのもいいな」程度の漠然な思いしか抱いて

いなかった私が実際に派遣留学に応募しようと決心したのは大
学2年生の夏。毎年8月頃に実施されている中国・北京語言大
学での語学研修に参加したことが大きな転機でした。初めての
海外渡航、加えて初級レベルの中国語力…1か月も現地生活で
きるのかものすごく不安でしたが、「未知の土地でも意外とな
んとかなるもんだ！」と実感しました。この経験が金沢大学か
らのベトナム留学の先駆者になる後押しをしてくれました。

ベトナム留学の目的
恥ずかしい話、留学を考えるまでベトナムがどこにあるのか

さえ知りませんでした。アジアコースなのに。昔から留学を
するなら言語を学ぶだけで終わるのではなく、専門分野を学び
たいと考えていました。外国語で学びたかったのです。経済・
経営系を勉強したいという思いと、東南アジアの国に踏み出し
てみたいという願望をどちらも満たしてくれるのがハノイ貿
易大学でした。中国史の授業でベトナムもかつては漢字を使用
していた国だということを初めて知り、ベトナムとは一体どう
いう国なのか、漢字文化圏の影響が現代の生活の中にまだ残っ
ているのか、ベトナム語とはどんな言語なのか。そういったこ
とを知りたいという思いもベトナムへ留学する動機になりま
した。ベトナムに関する知識は本当にゼロからのスタートでし
た。

ベトナムにおける英語
アジア英語はクセがあるといいます。ベトナムも例外ではな

く、母語の発音に影響されて単語の最後の音が消えることがあ
ります。日常生活はベトナム語で、外国人が集まるところ以外
では英語はなかなか聞かれません。「とにかく綺麗で正しい英
語が上手に話せるようになりたい！本場の英語に毎日触れてい
たい」という人にはベトナム生活はあまりオススメしません。
しかし、国際英語（International English）を身に着けるには
アジアの国はもってこいの場所だと思います。非英語母語のベ
トナム人たちが英語を上手に話す姿を見て、自分も負けずに頑
張ろうと思えましたし、彼らが話す英語も完璧という訳ではな
いと気付いてからは、間違いを恐れて何も喋らないよりも、少
し間違えたって伝わればいいんだ！と思うようになりました。
もちろん留学やインターンシップ、ボランティア、旅行などで
ベトナムに滞在している欧米人もたくさんいます。自発的に
Facebookなどでコンタクトをとったりイベントに参加したり
すればいくらでも本物の（?） 英語を使うチャンスはあります。

「日本人で群れるのはいやだ」という人にとっては、ベトナムは
絶好の地だと思います。

ハノイ貿易大学（FTU）
FTUは経済経営系でベトナムトップの大学です。また、英

語が得意な生徒が集まる大学でもあります。大学で一番驚いた
のは留学生の少なさです。交換留学生を受け入れるようになっ
たのは最近のようで、私が参加したセメスターの交換留学生は
4~8人でした。留学生係の方たちはフレンドリーで、何かあっ
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たら相談すれば手伝ってもらえます。なお、私が在籍した次の
セメスターでは異例の交換留学生が20名超えだったそうです。
FTUはより多くの交換留学生の受け入れに尽力しているので、
今後はもっと留学生数が増えるでしょう。

【授業】ハノイ貿易大学のプログラムのうち、High Quality 
ProgramとAdvanced Programのほとんどの授業は英語で開
講されます。交換留学生はそれらの中から自分が興味ある授業
に参加するという形です。私の場合、「ベトナム人学生の中に
私一人だけが外国人」という授業が大半でした。プレゼンテー
ションやグループワークなどが多いです。

【図書館】残念ながら交換留学生はFTUの図書館を利用できま
せん。その代わり、校内にあるVJCC（ベトナム日本人材協力
センター）の図書館をよく利用していました。ここには日本語
のビジネス・貿易系の専門書や日経ビジネスなどの雑誌が置い
てあるので重宝します。マンガも置いてあるので息抜きによく
読んでいました。

【ネット環境】オフィシャルな校内Wi-Fiはありません。街中の
カフェやレストラン、ホテルではたいてい無料Wi-Fiがあるの
で、ネットを使って作業したい時はカフェにこもっていまし
た。Wi-Fi環境は金沢市よりも断然良いです。

生活
ハノイの雰囲気は簡単に言うと「小さな中国」です。ストリー

トフードやバイクと自動車でごった返した道路など、発展途上
国アジア！という感じも残しつつ、高度経済発展の最中で新し
い高層ビルや大型ショッピングモール、娯楽施設なども増えて
います。私は外国人向けアパートに一人暮らしをしていまし
た。うちにはキッチンがなく食事はほぼ外食でしたが、ごはん
やさんや露店がいろんなところにあるので、食事場所には困ら
なかったです。ベトナム料理は日本人の口に合います。辛くは
ありません。ベトナムはコーヒーで有名な国で、至る所にカ
フェがあり、いろんなドリンクが楽しめます。交通手段として
一番安いのはバスで、乗車一律8,000ドン（約40円）でした。私
が滞在している間に5,000ドンから徐々に値上げされていたの
で今はこれよりも高いかもしれません。タクシー、バイクタク
シーも安くて便利です。ですが、私が一番好きだったのはバイ
ク持ちの友人と二人乗りをして、おしゃべりしながらドライブ
することでした。夜風に当たりながらの街中ドライブはすごく
気持ちよかったです。

留学で得たこと
実際に異国で一人暮らしをしてみて、なんとかなる精神が身

につきました。人の温かさや世の中の厳しさも学び、世界は意
外に狭く、それと同時にとても大きいものだと実感しました。
今まで東アジア圏（日中韓）で留まっていた自分の興味範囲が広
がったことは研究を進める上で貴重な経験になりました。実際
に現地でしか知り得ないことを自分で感じて知りたいという動
機はとても大切だと思います。各国、各大学それぞれに特色が
あります。「自分が一体どうして海外留学をしたいのか」という
ことを明らかにすれば、きっと有意義な留学生活が送れるはず
です。私をベトナム留学へ駆り立てたのは小さな出来事の積み
重なりでした。いまこの報告を読んでくださっているみなさん
も、些細なことが大きな出来事のきっかけになるかもしれませ
ん。いろんなことに興味を向けて、気になったことには思い
切って一歩踏み出してみてください。私のこの留学体験報告が
少しでもお役に立てば幸いです。応援しています。Chúc may 
m n！

台　　湾

国立台湾師範大学
人間社会学域経済学類　赤間江里佳

はじめに
大家好！私は大学2年生の後期からの半年間、国立台湾師範

大学に留学させていただきました。美しい海に囲まれた台湾
は、一年を通して天候に恵まれ、人も動物も穏やかで親しみや
すく、ゆっくりとした時間が流れています。どこか懐かしさを
覚える古く美しい街並みや日本統治時代の建物は現在も街中に
数多く存在し、そこには訪れた私たち日本人に心地よさを与え
る空気が流れています。私が過ごした台北は、交通機関が整っ
ているため非常に利便性が高く、治安も安定しており、とても
過ごしやすい街でした。その台北の中心部に位置する国立台湾
師範大学と併設の語学学校では、多くの外国人学生も在籍して
おり、国際色豊かな環境で学ぶことができます。
台湾について

中国語を学ぶに際し、中国大陸或は台湾でどちらで学ぶのか
を選択することができました。私が中国語を台湾で学ぶことに
決めた理由は以下のように考えたからです。
①治安が安定している

日本がかつて統治していた歴史がある台湾ですが、日本統治
時代を肯定的に捉えている人が多く、親日家が多いことで有名
です。若者たちの間ではアニメやドラマをはじめとする多岐に
亘る日本の文化が親しまれており、日本企業も現地に深く浸透
しています。様々な分野において日本との結びつきが非常に強
いと言える台湾では、日本人が日本人としてのストレスを感じ
ることなく過ごすことができ、安全な環境で安心して勉強に集
中することができます。
②正字体（繁体字）を用いての中国語学習

台湾で話されている中国語は「普通話」ですが、文字は正字体
（繁体字）を使用しています。例えば「経済」という単語は、台湾
で主に使用されている正字体では「經濟」、大陸で主に使用され
ている簡体字では「经济」と記されます。日本国内の多くの教育
機関においては、簡体字を用いて中国語を教えているため、日
本で正字体に触れる機会は多くありません。簡体字は日本でも
学ぶことができるので、留学では「その地でしか学ぶことがで
きないことを学びたい」と思い、そして「台湾と日本の経済関係
を考慮すれば、正字体を習得する意義は大きい」と考えたため、
美しく文字そのものに多くの意味が含まれる正字体を用いて中
国語を学ぶことができる台湾へ留学することを決意しました。
大学生活

交換留学生は大学の講義に加えて、大学に併設されている語
学学校（MTC）の授業も合わせて受けることができます。交換
留学生の多くは午前か午後に（ 3時間×5日）語学学校へ通い、
その他の時間に大学の講義を受講していました。
①大学の授業

履修方法は金沢大学と殆ど同じですが、基本的には第1回目
の授業が始まるまでにネット上で履修登録をしなければいけま
せん。私は「華語系」の授業と「體育系」の講義を中心に履修しま
した。水泳の授業では先生のサポートをさせて頂き、台湾人学
生に泳ぎ方や飛び込みを教える機会を与えていただきました。

師範大学は日本の教育大学に相当する大学であるため、将来
教師になることを目標としている学生が多く、学ぶことに対し
て強い向上心と好奇心を持っています。そのため、水泳に限ら
ず日本語を教えて欲しいという学生も多く、言語交換の機会を
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利用して私自身の中国語を練習することもできました。
②語学学校（MTC）

交換留学生は大学に併設されている語学学校へ授業料免除で
通うことができます。授業は普通班と密集班のいずれかを選択
することができ、クラス分けテストで自分のレベルに応じたク
ラスに振り分けられます。私が通っていた密集班は、1クラス
最大8人と定められているため、少人数制授業の元で集中的に
中国語を伸ばすことができます。クラスメイトは交換留学生だ
けでなく、諸外国の大学で中国語学科に在籍する学生や、大学
を卒業して、或いは仕事を退職してから台湾を訪れた人や、貿
易会社の社長、これから起業したいと考えている人など、様々
なバックグラウンドを持つ人がいました。このような多岐に渡
る国籍や年齢層、そして異なる目標や夢を持つ友人の中で生活
する日々は刺激的だったので、常に切磋琢磨し合いながら学習
に対する意欲を持ち続けることができました。
学生寮生活

交換留学生は優先的に学生寮に入居することができます。私
は和平キャンバスの寮に入居することができたので、徒歩1分
で大学・語学学校へ通うことができました。部屋は机とベット
と棚が備え付けられているだけの簡素なつくりで、シャワーや
トイレ、洗濯機等はフロアで共同で使用します。家賃はわずか
3.5万円ほどで半年間居住することができます。
課外活動

師範大学に在籍する留学生は、大学の留学生係が主催する小
旅行や師範大学付属高校での海外文化紹介等の行事に参加する
ことができます。また、語学学校においても季節に応じた行事
や校外学習も提供されます。大学での課外活動に日本人が積極
的に参加することは多くないと聞きましたが、これらの機会に
参加することで、必然的に中国語を話さなければいけない環境
になりますし、自身の交流関係を広げることができるので良い
機会であると強く思います。

特に印象に残っているのが、師範大学付属高校において日本
の文化紹介を行なったことです。これは日本での文化祭に相当
するもので、師範大学に在籍する留学生や交換留学生、台湾に
居住する外国人が、自国の料理と文化紹介の資料やポスターを
用意して、高校生と交流を図るというものです。

私は他の日本人留学生3名と共に、浴衣を着て参加しまし
た。浴衣姿を目にすることが少ない台湾人にとって浴衣姿は珍
しいようで、本当に多くの学生が話しかけてくれました。日本
のブースから人が絶えることがなく、多くの高校生が好奇心を
抱いて訪れてくれたので、有意義な時間を過ごすことができ、

交流を通じて多くのことを学ばせて頂きました。
おわりに

刺激的な環境の中で過ごす中で、悔しく辛い思いもし、もど
かしいと感じることもありましたが、それを越える素晴らしい
経験をし、一生大切にしていきたい出会いがありました。台湾
で充実した日々を過ごすことができたのは、先生方や留学生係
の方々、家族や友人をはじめとする私を支え見守ってくれた全
ての方々の力添えがあったからです。感謝の気持ちと、この報
告書を手にとって台湾留学について考えている方の参考になれ
ばというささやかな願いを込めて、私の派遣留学報告とさせて
いただきます。

人間社会学域国際学類　浅井　祐樹
みなさんこんにちは。台湾の台湾師範大学に約10ヵ月間留学

していた国際学類3年の浅井祐樹です。これから、台湾師範大
学に留学して体験したことについて分野別にお話していきたい
と思います。

出発前
自分が留学を志した時に、先輩に聞いて役立ったことは、服

装や生活用品のことです。先輩から現地にいけば日本の製品は
何でも手に入るので、特別しっかりと準備していく必要はない
というように聞きました。実際に準備は現地調達するくらいの
つもりでも全く問題ありません。

聞いておけばよかったことは、日本でビザの発行を早めにし
ておくことです。あとは寮の様子について詳しく聞いておけば
良かったということです。あまりの古さにびっくりしたからで
す。寮費は安いですが、特に男子寮については期待しないで
行ってほしいと思います。

生活
食事に関しては、師範大学の寮にはキッチンがないため、昼、

夜の食事はナイトマーケットに行ってすませていました。物価
も安いので毎日外食することができました。ナイトマーケット
の屋台の食事は、台湾を知るうえで欠かせないものだと思うの
で、是非思う存分に台湾グルメを味わってきて下さい。わたし
は毎日おいしいグルメが食べられて本当に幸せでした。台湾に
は多くの朝食店というものがあるのですが、台湾の朝食の味は
忘れられません。

台湾師範大学の設備は留学生ならほとんどのものを無料や安
い料金で利用することができ、大変便利でした。図書館は8階
まである巨大な建物で資料の数も豊富でした。ジムやプールも
格安で利用することができます。寮の古さに我慢すればこれほ
ど住みやすい場所はないと思います。

学習
大学の授業に関してですが、40人ほどの中規模の人数で受

ける形の授業が多く、班に分かれてのプレゼンテーションの機
会を、多くの授業で設けていました。師範大学では、交換留学
生は基本的にどの学部のどんな授業でも優先的に受講すること
ができます。わたしは自分の学部の専攻に合わせ、台湾の民族
や歴史について深く学びたかったため、歴史学部と東アジア学
部の授業をとりました。授業中にすべてを理解することはでき
なかったのですが、講義のレジュメをしっかり読み込んで授業
に臨み、教授に質問にいった際も非常に丁寧に教えてもらえた
ため、なんとか授業についていくことができました。師範大学
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には台湾を軸にして国際関係や経済を論じる魅力的な授業がそ
ろっていました。しかし一般の授業ではやはり高い中国語の力
が必要です。現地で本当に自分の専攻分野や興味のあることに
ついて中国語を用いて学びたいという人は、留学に行く前にで
きる限り中国語力を伸ばしておいてほしいと思いました。国語
センターに通えば中国語の力はすぐに伸びますが、やはり最初
から高い言語力を持って臨めば、多くの魅力的な授業に出ら
れ、見識を広めることが可能です。がんばってください。

中国語の学習方法に関しては師範大学に併設している語学セ
ンターに通っていれば、まず間違いないでしょう。台湾で最も評
価の高い語学学校です。授業もわかりやすく、歌や映画をもと
にした授業、故事をもとに中国語を学ぶ授業など授業も非常に
豊富に用意されており、理想的な語学学校だといえるでしょう。

もし、語学センターの授業だけで満足できなければ、師範大
学にある華語学部の授業への参加をおすすめします。華語学部
というのは、中国語教師になることをめざし四年間大学で学
ぶ、外国人学生を対象にした学部です。そのため外国人学生に
わかりやすいように、比較的易しい中国語を用いて授業が行わ
れ、一般の授業に出るよりも理解度が高まります。台湾の宗教
や対岸関係について学ぶ授業が特に面白かったです。華語学部
は他の学校にはなかなかない学部であり非常におすすめです。
中国語を用いて何か授業に参加する前に、まず中国語力の底上
げを目指すのであれば、是非授業に顔を出してみると良いで
しょう。

台湾の学生達
台湾での留学中に一番心に残ったのはやはり、台湾の学生に

よる立法院占拠し貿易協定に対する抗議運動です。数週間にも
及んだこの抗議活動の間、台湾の学生は、立法院の内外を占拠
し警官隊と衝突し、全国の駅構内では座り込み抗議運動を続け
ていました。わたしもその様子を間近で見て、学生の行動力の
高さに驚かされました。このことに関して台湾の多くの学生と
意見を交えることができ、良かったと思います。

旅行
留学中、暇を見つけては旅行に出かけて、台湾中をいろいろ

見て回りました。台湾は九州ほどの大きさしかないため留学期
間中に台湾全体を見て回り台湾の地方ごとの暮らしや町の様子
まで網羅して見てくることができました。また台湾には多くの
離島があり、離島の一つ一つにも非常にディープな歴史や文化
があるので是非訪れてみてほしいとおもします。わたしは金門

島と澎湖島に行ったのですが、金門島がおすすめです。町全体
に張り巡らせられた地下壕やそこら中においてある戦車など、
国民党と共産党の戦いの名残が島の随所に残されており、台湾
の以前の姿を垣間見ることができます。また台湾全体に日本統
治時代の建物がたくさん残っており、日本の宗主国時代のこと
について興味がある方にも台湾はおすすめです。

最後に
最後に留学した十か月間を振り返ってみると、本当にあっと

いう間に過ぎてしまったように感じます。十か月間の時間は本
当に短かったように感じます。バイタリティの溢れる台湾の学
生、そして世界各国から来た本当に個性豊かで面白い学生たち
と駆け抜けるように過ごした十か月間は、何をするにも新しい
発見があり、楽しく、充実していました。みなさんもぜひ留学
にチャレンジしてみてください。

ベルギー

ゲント大学
人間社会学域人文学類　一瀬　暁子

<留学前の準備>
言語：ゲント大学では、受け入れる留学生に対し一定の英語

力を証明することを要求しています。なので、TOEFLあるい
はIELTSを受験し、受け入れてもらえるだけのスコアを得る必
要があります。またオランダ語をゲントで勉強したい方は、と
ても難しい言語なので渡航前に基礎的なことを自分で勉強して
知っておいた方がいいです。

ビザ：ビザ申請時の年齢によって、少し必要な書類が違いま
す。大学からの受け入れ証明書や財政能力証明書、パスポート
といった基本のものは変わりませんが、21歳以上の方はそれら
に加え無犯罪証明書を大使館に提出しなければなりません。私
自身は（幸運なことに）20歳だったので、無犯罪証明書は必要
なかったのですが、私の次の年にゲントへ派遣され申請時に21
歳だった後輩は、住民票のある県の警察署へ幾度か行かなけれ
ばならずとても大変だったと言っていました。

必要な書類は変わる可能性は大いにあるので、派遣されるこ
とが決定したら自分で調べてください。

滞在中の宿探し：値段は高いですが（私がいたとき円安だっ
たので特に）、やはり一番簡単なのは学校の寮だと思います。
ヨーロッパの他の国々から来ている留学生の中にはゲントから
同時期に留学に行く人の家を借りる人等もいましたが、到着後
の住所確認や電気代等の支払いなどをしなければならないと考
えると、寮は毎月1回大学の口座に家賃を振り込むだけなので
楽でした（電気水道インターネットすべて込みでした）。また住
所確認も、大学の寮であれば、警察が直接部屋に来ることもな
く、知らないうちに終わっていました。

<渡航後>
長期ビザ申請：大学のオリエンテーションでもらう冊子に学

生専用の長期ビザをどう申請するのか親切に書いてあるので、
それを参照してください。

学生証発行：海外保険の証明書と学校からの受け入れ証等を
持って、指定された場所（これもたぶん私の時とは少し違うと
思うのであんまりはっきりしたことは言えません）へ行くと、

（写真をとるまでの待ち時間は長いかもしれませんが）その場で
すぐに写真入りのカードを発効してくれます。そのときに、寮
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や大学のパソコンを使うときに必要なパスワードも一緒にもら
います。

以上がゲントで学生生活を始める際に最低限必要な手続きだ
と思います。

<交通>
ゲント中をトラムやバスが走っています。直接その場でお金

を払って乗る方法と、携帯電話を使って後から通話料金といっ
しょに払う方法もあります。また角間坂のような規模の大きい
坂がないので、自転車が人々の移動手段として発達していま
す。二人、三人乗りのものや、前に子どもが乗れるスペースが
荷台のようについているものなど日本では見ることのない形状
の自転車がたくさんありました。ゲント大学も学生に自転車を
貸し出していて、それを借りるのもひとつの手だと思います。
ただし、自転車の盗難は非常に多いので気をつけてください。
私の移動手段は主に徒歩でした。

<友の会>
ゲント大学には東アジアを専門として勉強している学生がい

て、友の会というのはその中でも日本を専攻している学生たち
で組織された学生団体です。日本の映画を上映したり、日本語
の勉強会を開いたり、資金集めのために手作りワッフルを構内
で販売したりと多種多様です。私は日本学の授業に顔を出して
いたこともあり、彼らと時間を過ごすことが多かったです。勝
手のわからない国で友人や知り合いがいることはとても心強い
ことなので、気軽に彼らのイベントに参加してみたらいいと思
います。

チェコ

カレル大学
人間社会学域人文学類　藤野　有紀

こんにちは藤野有紀です。2013年9月末から2014年6月末
まで東欧の小さな国、チェコのプラハにいました。

チェコ共和国およびカレル大学について
チェコは東ヨーロッパに位置し、1898年に革命がおこる、本

当につい最近まで、ロシア体制下の社会主義国でした。だから
現在でもそれほど活発な国ではなく、チェコ人たちも素朴であ
か抜けない方たちが多いです。「ヨーロッパ＝華やかでおしゃ
れ」のイメージでチェコに行くと、少しがっかりするかもしれ
ません。対して街並みは本当にかわいくて、小さいころにあこ
がれたおとぎ話の世界に住んでいるようでした。特に丘の上に
あるプラハ城から見下ろす町の景色は本当に美しい。世界一き
れいだと、私は思っています。

またチェコはかなり暮らしやすいと思います。家賃や食べ物
の値段がものすごく安いので、生活費は日本に住んでいた時よ
りも安く済みます。映画やオペラも500円くらいで見られたり
します。中でも一際安いのがビールで、水より安く、しかもめ
ちゃくちゃおいしい。おそらくチェコに行く方は、自身の歴代
ビール消費量を更新することになるのではないでしょうか。交
通網もかなり整っていて、路面電車、バス、地下鉄を使ってほ
とんどどこにでも行けます。しかも夜中もちゃんと路面電車が
動いており、ダイヤが乱れることがあまりないので、金沢に住
んでいるより便利です。

カレル大学は、そんなプラハの街の中に、学部ごとに点在し
ています。一か所に固まっているわけではないので、場合に
よっては交通機関などを使って次の教室へ移動します。ヨー
ロッパ最古の大学であり、賢さは日本の東大レベル。自分の専
門の授業をとってみても、最初はレベルが違いすぎて手も足も
出ませんでした。でも努力次第でかなりの実力をつけることが
できるし、何より大きな刺激を受けます。

チェコの寮について
留学生はだいたい寮に住むことになりますが、あまりいい環

境とは言えません。まずオフィスの人がチェコ語しか話さない
ので、意思疎通がうまくとれず苦労します。訳も分からず監獄
のような狭い部屋にルームメイトと二人ベッドと机とともに押
し込まれ、トイレとお風呂は男女共用。キッチンも15人くらい
で一緒に使うので、なかなか面倒くさいです。夜は毎晩のよう
にパーティーが開かれ、うるさくて仕方ない。トイレに生肉や
ピザが落ちていることもあるみたいです…あげたらきりがあり
ません。これらの状況に耐えられず、住んで3日ほどでアパー
トに移動したある友人は、寮に住んでいる私に対して「How 
can you survive?」と聞いてきました。

ただ棟や階によっては、比較的落ち着いた場所もあり、オ
フィスに相談すれば割と簡単に部屋の変更を行えます。家賃は
高くなりますが二人部屋から一人部屋へ移動することも可能
です。でも、先ほども言ったようにオフィスの方はかたくなに
チェコ語しか話さないので、チェコ語が話せる友人やバディー

（チューターみたいな人）に頼んで仲介してもらいましょう。
このようにカレル大学の寮はあまり居心地がよくないかもし

れませんが、人生80年と考えてそのたったの10か月間くらい、
このような異質な場所で過ごしてみるのもありかもしれませ
ん。辛いながらに楽しいです。

準備しておいた方がいいこと
留学中は何が起こるか本当にわかりません。あーこれ準備し

ておけばよかった！って何回思ったことか。いろいろなトラブ
ルが毎日起こるのでいちいちそれらのために準備しておくのは
無理ですが、ここでは最低限、健康保険とお金について述べた
いと思います。

海外保険、本当に大事です。保険の契約とか難しくて面倒く
さいかもしれないですが、ぜひホームページをしっかり読むな
り、会社の人にメールで聞くなりして、自分の入る保険の内容
確認をきちんと行ってください。チェコではVISAをもらうた
めに、チェコの会社の保険に必ず入らなければならないのです
が、あまり保証がしっかりしていないので、日本の保険にも
入っておくことをお勧めします。私自身向こうで原因不明の症
状に悩まされたり、保険適応外の診察で高いお金を支払わなけ
ればならなくなってしまったことがありました。皆さんにはそ
んな思いは極力してほしくないと思うので、しっかりご準備く
ださい。

次にお金の話です。こちらも同じようなことですが、自分の
契約しているクレジットカードの契約内容をよく確認してくだ
さい。私は自分のクレジットカードにキャッシング機能がつい
ていないことにチェコで気がついて、お金がおろせずひどい目
にあいました。我ながら本当に馬鹿です。クレジットカード以
外でお金をおろす場合も、それが本当に海外で使えるものなの
かを確認してください。加えてカードが突然使えなくなること
がよくあるので、利用可能なカードを2枚以上持っているとい
いでしょう。また日本円でもドルでもユーロでも何でもいいの
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で、現金としていくらかは手元に置いておくようにしてくださ
い。いざというときの心の支えになります。

チェコ留学のための心構え
チェコ人は手続等に関して、かなりマイペースです。彼らは

あまり時間や期日を守らないので、大学から必要書類が全然送
られてこなかったりして、VISAなどの手続が全然進まず、いら
いらしたり不安になってしまうことがあると思います。でも、
そこで焦ったりしなくても大丈夫です。彼らは基本的にいい加
減なので、途中どんなに大変なことになりかけても、最終的に
はいい加減に何とかなります。

最後になりましたが、ぜひチェコ語を習ってみてください。
かなり複雑な言葉ですが、学ぶことでチェコについての理解も
深まるし、なにより生活範囲が広がってより充実した日々が送
れると思います。また、海外には日本ではなかなか出会えない
ような癖のある方々がたくさん住んでいます。パーティーやイ
ベントなどに積極的に参加して、そういう人たちと交流するだ
けでも、かなり勉強になります。あとはビール片手にのんびり
楽しくお過ごしください。

フィンランド

ユバスキュラ大学
人間社会学域経済学類　宮川　　亮

1.フィンランドについて
フィンランドは北欧諸国の一つで人口約500万人の小さな国

です。公用語はフィンランド語とスウェーデン語ですが、彼ら
は言語のエキスパートで英語は高齢の方以外であれば堪能です
し、その他の言語を話すフィンランド人も中にはいます。ま
た、森と湖の国と呼ばれるほど自然であふれており、フィンラ
ンド人は夏になるとベリーを摘みに森へ行ったり、泳ぎに湖へ
行ったりとそれら自然を利用して過ごしています。また、今日
本で話題になっているムーミンとマリメッコが生まれた国でも
あり、スーパーマーケットやデパートではそれら雑貨が多く置
いてあります。

2.フィンランドの自然環境
フィンランドに来てまず、最初に思ったことは日本よりも寒

いということです。8月でさえ気温は25度あたりでとても涼し
く、春や秋ぐらいの気候でした。夜になると15度ぐらいまで
下がり、8月なのにも関わらず5度あたりまで下がったことも
あります。また、涼しいのと同時に一日中明るいことにも気が
付きました。6月中旬の夏至の時に最も日照時間が長くなるの
ですが、8月でも22時あたりまで太陽がしっかりと出ていまし
た。寝る時間には困りましたが、やはり太陽を長く見ることが
出来るというのはとても気持ちが良かったです。しかし、月日
が経つとともに気温は低く、日照時間は短くなっていきます。
冬至近くの日照時間は朝の10時から昼の15時あたりまでと非
常に短いです。1月～3月ではマイナス10度～25度ほどまで
下がったので、大学へ行く時や買い物に行く時はスキーウェア
を着て生活していましたが、それでも不十分だったので、ス
キーウェアの中に二重、三重にしてインナーを着たり、靴下も
二重に履いたりしていました。そんな寒いフィンランドでした
が、サウナの直後に湖に飛び込んだり、凍った湖の上でスケー
トをしたりと寒さならではの楽しみがありました。それらは日
本の自然環境で経験できるようなものではなく、貴重な経験で

したし、凍った湖を見た時は自然の偉大さを目の当たりにした
ような気がしました。

3.ユバスキュラ大学での授業について
まず、金沢大学との大きな違いは、時間割のシステムがかな

り異なるということです。まず、一学期を通しての授業という
のはほぼ存在せず、授業によっては5回で終わったり、週に3
回合計30回で終わったりなど様々なのでテストの時期も異な
ります。また、単位取得の方法として通常は金沢大学のような
講義試験を行いますが、授業によってはブックイグザムと言っ
て、自分で200頁、300頁なる本を学習し、教授に個人的に出
題された問題を解いて単位を取得する方法もあります。また、
授業によって終わる時期が違うというこのシステムならではの
ことだと思いますが、学期中に履修登録、履修削除を行うこと
が出来ます。授業には履修登録・削除期間が存在し、それを超
えては履修するのは難しいですが、それ以外であれば授業を始
めたい時に始めることが出来ます。金沢大学のように、一度履
修登録をしてしまえば各授業が15回定期的にあるというのは
今思えばとても「楽」だったような気がします。しかし、ユバス
キュラ大学の授業システムは毎週、毎月違う時間割になってし
まったりするものの、履修登録・削除が自由に出来てとても柔
軟性を感じました。授業については、僕は英語、異文化コミュニ
ケーション概論、国際政治学、ジェンダー学、フィンランドの
文化・社会、言語論といった様々な授業を履修していました。
全て留学生用の授業として英語で開講されていたのですが、授
業についていくのは非常に大変でした。最初の4か月は教授の
言っていることが聞き取れず、用意されたレジュメやスライド
を読んで何とか授業についていこうと必死でした。しかし、あ
ちらの授業は金沢大学では履修出来ない内容の授業が多く、ま
たディスカッションに重点を置いていて、とても新鮮で充実し
たものでした。

4.フィンランドでの私生活（食生活、買い物、移動手段）
ユバスキュラ大学の食堂では2.6ユーロでブッフェ形式の

食事をすることが出来ました。完全な食べ放題というわけでは
ありませんでしたが、満腹になるには十分な量でとても学生に
優しい料金システムだったと思います。また、フィンランド
では夕食をレストランで食べたければ20ユーロは払わなけれ
ばならないほど物価がとても高かったので、基本的には自炊を
したり、服が欲しければ古着屋で買ったりして節約しながら生
活していました。しかし、友達を誘い合ってインターナショナ
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ルディナーをよく開いていましたし、あちらではお金がないの
は当たり前という意識が日本よりはるかに根付いていたように
思います。そのため、節約しなければならないこと・贅沢でき
ないことに対する息苦しさは感じませんでした。また、ユバス
キュラでの生活は基本的に自転車です。学生寮、大学、シティー
センターまではそれぞれ自転車で10分間という距離でとても
近いです。冬場は路面が凍ったり、雪が降ったりして困りまし
たが、そんな足場でもバスは往復約6ユーロと高いので自転車
で学校に通っていました。

5.留学を志す方へ
留学から学べること、留学でしか経験出来ないことは多くあ

ると思います。しかし、一方で留学は楽しいことだけでなくつ
らいこともあるものだと思います。僕自身、寒さや日照時間が
短いことによる暗さで気分が沈むこともありましたし、異文化
の価値観の違いから他の留学生のことで悩んだり、彼らとぶつ
かり合ったりすることもありました。「留学」と聞くと聞こえは
いいですが、留学から帰って来た後で逆にそれを理由に悩むこ
ともあると思います。しかし、それでも僕は留学をお勧めした
いです。留学に行かずに日本でも出来ることがあるという意見
もありますが、それは日本に帰って来てからすればいいんだと
思います。それ以上に留学で得られる友人や価値観は大きい存
在です。海外の文化に惹かれるだけでなく、日本のことをより
一層好きになることもあるでしょう。一方でこれまで当然だと
思っていたことに対して疑問視をすることもあるでしょう。そ
のような経験を大いに楽しんできてください。

また、1年間はとてもとても短く、あっという間です。英語
を話せるようになるには思った以上に時間がかかることだと分
かりましたし、学びたいこともまだまだたくさんありました。
あちらで仲良くなった留学生の友達、フィンランド人の友達と
も別れたくありませんでした。しかし、限られた時間だったか
らこそ日本で生活していた時と比べて何にでも一生懸命になれ
たのだと思います。留学を志す人それぞれで留学に対する思い
や留学で成したいことは違うと思いますが、100%の限り留学
生活を謳歌して欲しいなと思います。

少なくともフィンランドは僕にとってとても快適な場所でし
た。勉強ももちろんそうですが、友達と遊ぶといった面を含め
ても最高の留学場所だったのではないでしょうか。

6.最後に
このような機会を与えてくださった家族、担当の先生方、国

際機構支援室の方々には心から感謝しております。ありがとう
ございました。

人間社会学域経済学類　清水　崇史
私は、2013年8月から2014年5月までの間、フィンランド

のユバスキュラ大学に留学していました。以下に私が留学中に
経験したことを紹介するので、これからフィンランドに留学す
ることを考えている人にとって役立つものとなれば幸いです。

1. 留学の動機
私が留学を志したきっかけは、2年生の頃に行った1ヶ月の

語学研修でした。当時はホームステイをしたのですが、自分は
全くと言っていいほど英語がわからず、ホストファミリーや他
の国から来た留学生とうまくコミュニケーションすることがで
きませんでした。そのことがとても悔しくて、「自分もちゃんと

英語がわかって、彼らといっしょに楽しくしゃべりたい！」と
思ったのが長期留学を目指す一番のきっかけでした。

フィンランドを選んだ理由は、以前から興味をもっていた
フィンランドの教育を学びたかったからです。フィンランドは
教育改革に成功して以来、国際学力調査において好成績を残し
続けています。フィンランド教育に関する本はいくつも読んだ
のですが、今ひとつその仕組みがよくわからなかったので、実
際に現地に行って自分の目で確かめてこようと思いました。こ
れが私がフィンランドを選んだきっかけです。

2. 留学前の準備
留学前にした準備は、主にユバスキュラ大学との事務手続き

と、英語の勉強でした。ユバスキュラ大学との手続きは、イン
ターネットで行うのですが、向こうが詳細な手順を示してく
れ、それに沿ってやりとりをすればよかったので、特に大きな
問題もなくスムーズに終えることができました。また、渡航日
の1ヶ月くらい前から現地のチューターと連絡がとれるように
なり、重要な連絡事項などを詳しく教えてくれるので安心で
す。チューターは、私たちが現地に着くと迎えに来て学生寮ま
で送ってくれたり、銀行口座の開設を手伝ってくれたり、授業
の登録の仕方を教えてくれたりと、何から何までやってくれる
ので非常に助かります。

英語の勉強に関しては、IELTSの点数を上げることを目標に
していました。英語で行われる授業をとったり、同じく留学を
目指している人たちといっしょに勉強したりしていました。た
だ、今になって振り返ると、留学前にもう少しリスニングと英
会話の練習をしておけばよかったなと思います。それは、もと
もと私がこの2つが苦手だったというのもありますが、やはり
留学中に使う英語の力は主にこの2つだからです。

3. 留学前半（ 8月〜12月）
私がフィンランドに到着したのは8月の中旬でしたが、すで

に季節は秋で、特に朝晩は半袖では耐えられないくらいの寒さ
でした。その後もどんどん寒くなっていき、9月の終わりには
初雪が降りました。また、寒さだけでなく、12月に近づくにつ
れ日がどんどん短くなっていきます。冬は一日のうちで暗い時
間が非常に長いので、気分がうつむきがちになりやすく、地元
の人でさえもサプリメントを飲んで気分が沈まないようにして
いるそうです。

学校の秋学期は9月から始まります。私は、秋学期は英語と
フィンランド語、そしてSocial Scienceの学部の専門科目を
多くとっていました。専門科目はほとんどが講義形式の授業
で、中には毎回違う先生が来て講義を行う授業もありました。
一方、言語の授業は、グループワークやグループプレゼンテー
ションをすることが多かったので、そのような活動を通して友
達の輪を広げることもできました。

また、ユバスキュラ大学では、学期を通して毎週同じ時間に
同じ教室を使って行われる授業はそれほど多くありません。9
月に始まったけれど10月いっぱいで終わる授業があったり、逆
に11月から始まる授業があったりします。定期的に開講されて
いたとしても、ころころと教室が変わることがあるので、新し
い講義室だと場所がわからなくて授業に遅刻したこともよくあ
りました。

秋学期はおおむね12月の半ばで終わり、冬休みに入ります。
ヨーロッパから来た留学生はクリスマスや新年を家族で祝うた
めに自国へ帰る人が多く、その期間学生寮は人が少なくなり寂
しくなります。
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4. 留学後半（ 1月〜5月）
学期が始まる1月から2月は一年の中でも最も寒い時期で

す。この頃は日中でも気温がマイナス10度以上になることはあ
まりなく、夜にはマイナス20度以下になることもよくありまし
た。さらに、あまりに寒いので空気中の水分が凍ってしまい、
空気が非常に乾燥します。注意しないとのどをはらして風邪を
ひいたり、肌がかさかさになってはれあがったりしてしまいま
す。日本からマスクや保湿クリームなどを持っていった方がい
いかしれません。

春学期は、1月の3週目あたりから始まり、5月の中頃には
ほとんどの授業が終わります。春学期から来る留学生も多いの
で、クラス内の顔ぶれはがらりと変わります。私は、春学期は
教育関係の授業を中心に履修しました。また、少し挑戦して院
生向けに開講されている授業もとりました。院生向けの授業は
課題も多く大変でしたが、自分の国で現職で教師をやっている
院生も多く、彼らから聞く話はとてもおもしろかったです。

また、私は春学期には“Friendship Family Program”とい
うプログラムに申し込みました。これは、留学生がフィンラン
ドの家庭にホームステイをしてフィンランドの生活や文化を
より深く学べるようにと大学が設けたプログラムです。私を受
け入れてくれたホストファミリーは、子どもが8人もいる大家
族でした。ユバスキュラ市の郊外に住んでおり、週末に私が遊
びに行くと子どもたちはいつも元気よく出迎えてくれ、いっ
しょに遊んだり、料理をつくったりしました。また、家族みん
なでアイスホッケーをしたり、サマーコテージに連れていって
もらったりもしました。家族の中で英語がしゃべれるのはホス
トマザーだけだったので、子どもたちとの会話などは全て彼女
に通訳してもらっていました。しかし、たとえ言葉が通じなく
ても子どもたちとじゃれあって遊ぶのはとても楽しかったで
す。

5. さいごに
留学に興味がある人でも、1年間も自分の知らない土地で、

しかも英語を使って生活することに多少なりとも抵抗を感じて
いる人もいると思います。確かに、私もはじめの数ヶ月は英語
の壁に苦しみました。しかし、留学生活を通してさまざまな国
の人や文化に触れ、数え切れない楽しさや感動に出会うことが
できました。留学に必要なのは言語力ではありません。留学し
たいという強い気持ちとちょっとばかりの勇気があれば、英語
の壁だってなんだって乗り越えていけると思います。みなさん
も楽しい留学の思い出いっぱい作ってください！

フランス

オルレアン大学
人間社会学域国際学類　廣瀬　千春

1 ）はじめに
報告書を書くにあたって、何について書こうか迷いました。

留学前の書類で困ったこと、留学先での授業や寮のこと、おす
すめの旅行先のこと、食べ物のこと、人間関係のこと。伝えた
いことはたくさんありますが、ここでは、私にしか書けない二
つのことについて記そうと思います。
2 ）留学の時期と準備について

三年生の後期から四年生の前期にかけて一年間留学する人が
ほとんどですが、私は、四年生の後期に半年間のみ留学しまし
た。もともと大学に入る前から「留学したい」という思いはあり

ましたが、どの国に、どういう目的で、いつ留学するのか、など
具体的なことについて、あまり考えていなかったのです。周り
の友達が次々と派遣留学に応募する時期になっても、私は留学
を決心しないまま、締切が過ぎていくのを暢気に眺めていまし
た。今思えば、自分が一年間も外国で生活していける自信がな
かったのだと思います。英語圏への留学は難関だし、かといっ
て大学一年生で始めたスペイン語も、二年生で始めたフランス
語も、両方中途半端だし、どうせ留学したって大した成果も得
られぬまま帰国するに違いない、そう思っていました。

結局フランスへの留学を決意したのは、三年生の夏でした。
オルレアン大学への短期語学研修に参加したことが、大きな
きっかけとなったと思います。フランス語で学ぶフランス語の
面白さとオルレアンの美しい街並みが、背中を押してくれまし
た。しかし、12月に解禁となる就職活動に合わせて帰国すると
なると、留学期間は半年にせざるを得ませんでした。「たった半
年間で成果が得られるだろうか」と心配でしたが、先生や友達
の助言に後押しされました。今では、半年間だったからこそ、
充実した留学生活を送ることができたと感じています。「たっ
た半年しかない」という焦りがあったからこそ、留学前に日本
で準備すべきことが明確に見え、そのおかげで留学中も、授業
やボランティア・旅行など様々な活動に貪欲に取り組むことが
できたのだと思います。確かに、一年間滞在できれば、さらに
多くの人と、さらに多くの場所で、さらに多くのことを学べた
のに、とは思います。しかし、半年間という短い期間の中で、
自分がやり遂げたことに後悔はありません。

この経験から、私が、今後留学を考えているみなさんに伝え
たいことは、「留学の時期や期間にこだわる必要はない」という
ことです。遅くても早くても、長くても短くても、準備すべき
ことをしっかり準備してさえおけば、成果は必ず得られます。
様々な理由から留学を迷っている人がいると思いますが、時期
や期間はどうあれ、絶対に留学すべきだと、断言できます。
3 ）就職活動について

もう一つ、私にしか書けないことがあるとすれば、就職活動
についてです。正直に言うと、私の就活への取り組み方自体は、
あまり参考にならないので、ここでは、留学の経験がどんなふ
うに就活に活かされたかを書きたいと思います。

まず、フランスでは、どんなことに対しても「なぜ」と訊きま
す。答えが「はい」でも「いいえ」でも、正解でも不正解でも、必
ず「なぜその答えを選んだのか」と訊かれます。留学前に、自分
の言動の理由を考える習慣のなかった私は、そうした質問に答
えるのが苦手でした。しかし、常に「なぜ」と自分に問いかける
ことで、次第にその質問にも答えられるようになりました。

このように「なぜ」を考える意識は、就職活動においても非常
に重要だったと思います。たとえば、面接ではエントリーシー
ト（履歴書）をもとに質問されます。私がエントリーシートに書
いた内容は、ほぼ留学のことだったので、必ずと言っていいほ
ど留学について訊かれました。自分が経験したことですが、「あ
の時こういう行動をとったのはなぜか」「そういう決断をしたの
はなぜか」というように、「なぜ」を問う質問に答えるのは、案外
困難です。しかし、留学前の私なら絶対に答えに詰まったはず
の場面で、フランスで学んだ「なぜ」を問う姿勢を、活かすこと
ができました。

この経験から、今後留学を考えているみなさんの中で、帰国
後就職活動をする予定の方には、常に「なぜ」を問う姿勢を身に
付けることをおすすめします。できればそれを、口に出し、人に
説明してみてください。留学の経験はそれぞれに素晴らしいも
のですが、その素晴らしさを伝えられるかどうかが重要です。
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最後に、「留学したから就活で有利」ということは、残念なが
らありません。しかし、留学先での経験は自分の能力をアピー
ルできる貴重なものです。それを十分に活かせる方法で、就職
活動に役立ててください。
4 ）おわりに

以上のことから、私がみなさんに伝えたいのは、迷っている
くらいなら留学すべき、ということです。いろいろな理由で留
学を躊躇している人もいると思いますが、後押ししてくれる人
も制度もたくさん存在します。上でも書いたように、軌道から
外れても大した問題はありません。留学に一歩踏み出せないで
いる誰か一人でも、これを読んで留学を決意してくれることを
祈ります。

人間社会学域国際学類　瀧森菜都美
こんにちは。私は平成25年の9月から翌年の6月まで、2年

後期から3年前期にかけてフランスのオルレアン大学に留学し
ていました。私の留学生活をいくつかの観点から紹介したいと
思います。留学に興味のあるみなさんに参考になれば幸いです。

☆授業のこと、勉強のこと
留学生はオルレアン大学の文学部内にある語学学校で勉強す

ることになります。言語はもちろん、地理や歴史、フランスの制
度や文学なども学びます。クラス分けテストの結果、私は4ク
ラスあるうちのなぜか上から2番目のクラスに入り（先生の手
違いだといまだに思います（笑））、周りのクラスメイトはみん
なフランス語をかなり話せるという状態だったので、ろくに会
話もできない私にとって授業は超ハイレベルでした。何を聞か
れているのか、クラスメイトが何を言っているのか、テキスト
に何が書いてあるのか全く理解できませんでした。1日目から
失望した私は、とにかく授業についていけるようになることを
目標に猛勉強しようと決意。せっかく留学しているのだから、
座学ではなくここでしかできない方法で勉強しようと思い、と
にかく人と話そう！と、パーティーへ行ったり、クラスメイト
が食堂へ行くのについていったりして、とにかく人の集まると
ころへ行くようにしました。そして、あまりうまく話せないな
りに友達をつくるため、仲良くなれそうな人をみつけては笑顔
で目を合わせにいき、挨拶すると、だいたいの人が話しかけて
くれます。そこから話すきっかけをつくり、会話を広げていく
ことで仲良くなり、またその子に紹介してもらいさらに友達を
増やすことができました。不思議なことに、文法や発音が正し

くなくても、コミュニケーションは取れます。そして私はどこ
かへ行くときは必ず小さいメモとペンを持ち歩き、話している
中で相手の話のわからなかったことや自分のミスを友達に教え
てもらいすべてその場でメモするようにしていました。また、
スペルがわからないものは書いてもらったり、便利な表現を教
わったり。Je ne comprends pas. Ecris! （わからない。書い
て！）くらいは話せたので、この言葉を多用しとにかくメモを
とってボキャブラリーを増やしました。

このメモの効果は意外なところにもあり、たとえばわからな
いことを絵で書いてもらうこともできるし、落書きが話のネタ
になることもありました。こんなことを繰り返していくうちに
単語量が増え、また会話に慣れることによってフランス語のリ
ズムをつかみ、聞き取りも上達していきました。

語学の一番の上達への近道は、「もっとたくさん話したい！」
と思える友達をつくること。そして、間違って恥ずかしい思い
をしたことほど身につく！と実感したことで、何に対しても失
敗を恐れなくなりました。

☆印象に残ったこと
クラスメイトとのパーティーやピクニック
同じクラスには韓国、中国、インドネシア、アメリカ、モ

ロッコ、イランなどなどいろんな国籍の人がいました。年齢も
ばらばらでしたがとても仲がよく、誰かの家に集まりしょっ
ちゅうみんなでパーティーを開いていたし、キャンパス内の芝
生の上でピクニックをしたこともありました。クラスメイトと
の交流は私にすごく大きな影響を与えてくれたと思います。最
年少だった私にとって、たくさんの経験をし、さまざまな人生
観をもつ年上の友達は本当の兄や姉のような存在でした。彼ら
と話していると、今までなんとなく「こうでなくてはいけない」
と思っていたことがどんどんちっぽけに思えてきました。たと
えば、自分の国で就職したが仕事をやめ、自分の興味のある分
野をフランスの大学で学ぶために勉強していたり、フランス人
と結婚しフランスで仕事を探していたり。そんな友達が周りに
はたくさんいました。私は大学を卒業して、就職して、ずっと
同じ会社で働くというヴィジョンしかなかったが、彼らを見て
そんなことに固執する必要はない、もっと自由に発想してもい
いのだと思えるようになりました。これはほんの一例で、彼ら
と過ごした一年間の中には私の固定観念を打ち砕くような出来
事がたくさんありました。私は心から彼らに出会えてよかった
と思うし、彼らとの出会いはこれからの私の人生を変えてくれ
たと思います。

Athlier Théâtre
オルレアン大学の語学学校には、フランス語で劇をする授業

があります。題材はフランス人作家ジャン・コクトーの名作
『地獄の機械』でした。セリフはもちろんすべてフランス語で、
最初は読んでも話のあらすじすらよく理解できませんでした。
フランス人の先生が監督をし、ブラジル人、日本人、韓国人、
モロッコ人の10人でこの難しい名作に一年間かけて取り組み
ました。セリフをすべて覚え、本格的な演技の練習もしました。
5月の発表に近づいてくるにつれて練習時間が増え、正直とて
も大変な授業でした。その分チームはとても仲良くなり、練習
の合間にみんなでおしゃべりしながらご飯を食べたり、ときど
きホームパーティーをしたりと、どれもかけがえのない時間で
した。本番はみんなで励ましあい、劇は大成功。たくさんの人
がほめてくれたし、なによりこのチームでひとつの劇をつくり
あげることができた喜びで、閉幕後みんなで抱き合ったことを
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よく覚えています。もちろん大変なこともあったけれど、この
経験は私の留学生活の大切な思い出のひとつとなりましたし、
大きなことをやり遂げたことで自信にもつながりました。オル
レアン大学に留学する方で、心に残る思い出をつくりたいと思
うなら、この授業をとることをお勧めします！

☆留学を志すみなさんへ
まず、フランスへ行くなら、留学準備（特にビザ申請など）は

早め早めにとりかかりましょう。フランスはすべての手続きが
遅く、日本のようにスムーズにはいきません。わからないこと
や困ったことがあれば、先生や留学生係の方、先輩にどんどん
聞いたほうがいいと思います。それから、これはどの国へ行く
においても共通のことだと思いますが、少しでも興味があるこ
と、わくわくするようなことを見つけたらとにかく首を突っ込
んでみたらよいと思います。それは日本にいても同じことで、
そこで知ったこと、人脈、経験は絶対にどこかで役に立ちます。

私は留学生活を通し、フランス語の上達はもちろんですが、
それ以上に人間として成長できた気がします。自分のことを知
り、人とのかかわり方を学び、変に固定観念に縛られることな
くより柔軟に物事を考えられるようになったと思うからです。
留学に興味のある方、ぜひ一度、その興味を行動に移してみて
ください。自分が外国人になってみて初めて学ぶことはたくさ
んあると思いますよ！Bonne Chance

フランス

ロレーヌ大学
人間社会学域国際学類　石川　恭子

大学に入った年のお正月、5年前の自分から手紙が届きまし
た。

そこには、「18歳の恭子はフランス生活を楽しんでいるん
だろうなぁ」とか「フランス語はもう話せるようになりました
か？」とかなんとか。私のフランス留学は少なくとも13歳のと
きから人生計画に組み込まれていたことだったのです。学類で
はアジア専攻という自分の立場などお構いなしに留学先をフラ
ンスに決めました。なぜそんなにフランスに行きたかったかと
言われると、ただたんにお洒落の発信地というイメージが強
かったからです。というわけで、小さい頃からずっと憧れだっ
たフランスに10ヶ月間派遣留学生としていって参りました。

しかし、着いてみればそこはイメージとは全く違うではあり
ませんか。道は汚い、店員は無愛想、フランス語が分からない私

に対する寮の管理人の態度は非情です。さらに私の場合着いて
1週間で空き巣に入られたりしたので本当に最悪でした。今思
い出しても笑えません。でも、いつも誰かが必ず助けてくれま
す。空き巣事件のときは会って間もないフランス人が警察を呼
んでくれたり保険会社まで連れて行ってくれたり。他のフラン
ス人の友達も私が困ったときにはすぐに助けてくれました。フ
ランス語でありがとうは、merciですが、その返答としてcest 
normal（当たり前だよ、とか、普通だよ）といわれる事がよく
あります。困っている友達を助けるのは「普通」ということだと
思います。本人たちはただ刷り込まれた決め台詞のような感覚
で使っているのかもしれませんが、ここから私の「フランス人
冷たい像」がだんだん崩れていきました。

授業についても少し書きます。毎年の留学報告書にも書いて
ある通り、ロレーヌ大学留学者は大抵語学専門クラスに入っ
て、そこで10ヶ月間フランス語を勉強します。私はクラス分け
テストで思いのほかに本領を発揮し、わりと上のクラスに入れ
られました。毎日先生の言っている事が分からなくて学校に行
くのが嫌でした。でも私と同じ様な状況でそのクラスに居た韓
国人の友達が一緒に頑張ってくれたおかげでなんとかそのクラ
スで半期分持ちこたえる事が出来ました。彼女は本当に大事な
友達で、留学先でこのような大きな存在に出会えた自分の運の
良さに感謝しています。

次にフランス文化と休暇中の過ごし方について少し触れま
す。フランスといえば、フランスパン。本当においしいです。
日本で食べたどのフランスパンよりのレベルの高いものが、ど
このパン屋さんにも売っています。是非フランスを訪れるとき
には、ミラベルというナンシー名産の果物のジャムとクリーム
チーズを混ぜて食べてみてください。私はそれで毎朝フランス
パンを一本食べました。他にもおいしいチーズやバターが日本
よりずっと安く手に入れられます。休暇はほぼ旅行に当ててい
ました。特に思い出深いのは、ヨーロッパ人留学生で形成され
た、エラスムスという団体の旅行に参加したことです。語学施
設にしかいないと会う学生がかなり限られてくるので、この旅
行で新しい友達がたくさん出来ました。

最後に、「留学に行くと世界が広がる」とかよく聞きますが、
あれは本当です。留学先には様々な国の留学生が居て、特にフ
ランスには移民も沢山いて、日本に居たときは知らなかった
色々な考えに触れる事が出来ます。当たり前ながら、「外国人と
して生活すること」がどういうことかも分かりました。留学前
と比べて、少なくとも日本に留学している外国人学生の気持ち
が以前より分かるようになりました。またフランスという国に
限っても、ただ「お洒落」なだけじゃありません。実際に行くま
では、フランスの政治や経済など、様々な側面について勉強し
ようともしませんでした。今まで知ろうともしなかった事を知
りたいと思えるようになるのが、「世界が広がる」ということの
原点なのではないでしょうか。それを考えると、今の段階で私
の世界は格段に広がりました。フランス留学で学んだことは計
り知れません。

人間社会学域国際学類　北倉由依子
私は約11ヶ月間、フランスのナンシーという街でフランス

語を学びました。私がナンシーを選んだ理由の一つはナンシー
に日本人の数が他の提携校と比べて少ない（＝日本語に触れる
機会が少ない）ということ、二つ目はナンシーと金沢市が姉妹
都市ということで、日本人と現地の方との交流の機会が多いと
みたこと、三つ目はナンシーがロレーヌ地方にあるということ
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で、かつてドイツ領だったアルザス・ロレーヌ地方のフランス
の歴史を知ることを期待してナンシーに決めました。

実際、一つ目以外は私が期待していた通りだったと思いま
す。というのも、日本人同士がとても気の合う方たちだったと
いうことと、日仏協会のおかげで日本語を学ぶフランス人の方
と会う機会が多かったからです。いずれにせよ良い環境にいた
と思います。

以下これからロレーヌ大学への留学を考えている方の参考に
なればと思います。

準備について
VISA発行までには予想以上にたくさんの書類、銀行手続き

があります。そしてフランスからのレスポンスは本当に遅いで
す。時間に余裕を見て手続きを進めることをおすすめします。
勉強に関しては、DELFやTCFを日本で受けてみて、フランス
の試験形式を見ておくこともお勧めします。

単位について
ロレーヌ大学で取得した単位の互換についてですが、大学

で受けた授業は個々の授業の成績表が出ません。学期末は
DELF・DALFの試験を学期末試験として行っているので、試験
に受かれば語学の単位は互換できますが、その他の授業、例え
ば私が受けた授業である「フランス文学史」「フランス政治経済」
などは、先生と相談しなければなりません。

生活・医療について
私は大学斡旋の寮での生活でした。古い寮ですが、ロビーで

はフランス人をはじめ多国籍の学生が勉強したり、おしゃべり
しているので、友達を作るには良いロケーションだったと思い
ます。また、申請すればフランスから住宅補助金が出るので随
分安く寮費を済ませることができます。ナンシーの街には日本
人教師をやっている方のお店がmarchéにあるので、日本食が
恋しくなってもすぐ手に入ります。医療についてですが、病
院・診療所で診察を受けるには最初に保険に入り、緑色のカー
ドを手に入れる必要があります。そして診察を受けるには電話
で予約が必要です。私は病院に行くことは幸運にもありません
でしたが、診察も安くはないので風邪薬を日本から持っていく
ことをお勧めします。

ロレーヌ大学の特色
ロレーヌ大学といっても、様々な学部があり、キャンパスも

学部ごとに離れています。私たちが通う語学施設は文学部キャ
ンパス内の一部に属していて、寮からも徒歩5分ほどです。大
学には日本語学科などはありませんが、エラスムス協定の他国
籍の学生もキャンパス内にたくさんいるので、国際色豊かだと
思います。逆に語学施設内では日本人は私を含め6人、あとは
ほぼ中国・韓国からの学生が多かったです。他にもブラジル
人・中東系の主婦の方が多かったですが、アジア勢が大多数で
した。

課外活動
私はいろんなきっかけが重なって、11月から毎週コーラス

に通っていました。おかげで毎週月曜日はフランス人の家庭で
ごはんをごちそうになっていました。これは友達の紹介でした
が、学校の斡旋でダンスやサッカー、バレーボールなどをする
機会もあり、授業の時間と被らなければ上手く時間を使って通
えると思います。

また、ナンシーにはふたつの日仏協会があり、日本人の先生
方に毎回ソワレを催していただいたり、日本語の授業に招待し
ていただきました。そこでできた友達も多く、お互いの言語の
交換にはもってこいのチャンスの場だと思います。

危機管理について
留学に行く前、ほとんどの友人から「ゆいこは絶対スられ

る」と言われたほどでしたが、それもあって外出の際、（ナン
シーは比較的治安の良いところでしたが）肩掛けカバンを前に
かけたり、チャック付きのカバンを持ち歩くようにしたりと
普段から気をつけていた結果、留学中に警察にお世話になる
ことも泣くこともありませんでした。しかし、特に旅行中です
が、パスポートを持ち歩くときや大きな現金、カメラには充分
気をつけてください。スリ集団にとって日本人は、格好の標的
です。

危機管理とまではいいませんが、旅行でのトラブルは尽きま
せん。ストライキや電車を逃したり、と思いもよらないハプニ
ングが起こります。今では良い経験だったとポジティブです
が、ヨーロッパの交通機関には十分注意してください。日本の
常識をとにかく超えます。

おわりに
私にとっての留学生活は語学を学ぶことはもちろんですが友

人との時間なしでは語りつくせません。フランス人や韓国、中
国、ドイツ、ロシア…各国の友達と町のカフェを巡ったこと、
バーで飲んだこと、一緒に旅行したこと、お部屋でご飯したこ
と、一緒に映画を見に行ったこと、すべてが忘れられない思い
出で、かけがえのない宝物です。また、現地でお世話になった家
族も含め、留学を終えた今も連絡を取り続けてくれる大切な友
達が世界中にいることがなによりもこの一年間で得た大きな成
果だと思っています。語学のスキルアップはこの留学の一番の
目標でしたが、今ではそれ以上に素敵な経験をしたと思ってい
ます。それもこれも素敵な友人たちのおかげです。留学を終え
た今、私がすべきことは、見つけた目標に向かうこと、フラン
スで助けられた分、私が日本で留学生のお手伝いをすること、
それに海外留学の後押しをすることだと思っています。この一
年間のおかげで20年間日本で暮らしてきて今まで見えなかっ
たものが少し違う角度で見えるようになったと思います。一年
は長いようでとても短いです。ぜひ一歩外から日本を眺めて欲
しいと思います。そして留学を考えている方に、私の経験が少
しでも役立つことを願っています。
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ドイツ

デュッセルドルフ大学
人間社会学域人文学類　西本　真実

【はじめに】
私は2013年10月から2014年7月まで10ヶ月間、ドイツ・

デュッセルドルフ大学に留学していました。ドイツには金沢
大学の協定校が3校ありますが、私がデュッセルドルフ大学を
選んだ理由として、①同時期に金沢大学からデュッセルドルフ
大学に留学する学生が他におらず、人に頼り切りにならず自立
するチャンスだったこと②現代日本学科があり、ドイツ人学生
たちと知り合う機会が多くなること③比較的大きな都市である
デュッセルドルフで多文化を肌で感じられること、が挙げられ
ます。留学後に感じることとしては、私の選択は良かったと思
います。

【留学前】
私は人文学類ドイツ語学・ドイツ文学専攻ということもあ

り、日本でもドイツ語の授業を定期的に受講していました。し
かし、留学が近づいても自主的な勉強にはあまり力を入れてお
らず、留学前の私のドイツ語力はといえば、挨拶と自己紹介が
やっと、簡単な質問にはなんとか単語で答えられるレベル、と
いう散々なものでした。それでも、ドイツに行けば自然に話せ
るようになるだろう…」といった幻想を抱いていました。しか
し、ドイツでまず初めに感じたことは、何よりも自分の勉強不
足でした。「ドイツ語で質問をされても聞き取れない、うまく答
えられない。じゃあ英語はできる？と聞かれても、英語も上手
に話せない。」といった状況で、自分の考えの甘さを改めて実感
しました。ですので、これから留学をする皆さんには、出来る
限りの語学の勉強を、できればCEFRのB1以上の語学力を有す
るまで、頑張ってもらいたいと思います。もちろん私も、ドイ
ツで友人に恵まれ、留学中にドイツ語力を伸ばすことは出来ま
した。しかし、最初からある程度の会話をできるようになって
から留学に行けば、交友関係も行動範囲ももっと広がっていく
と思うので、後輩のみなさんには、留学前からもっと積極的に
ドイツ語に接してもらいたいと思います。

【デュッセルドルフについて】
デュッセルドルフ大学の位置するデュッセルドルフ市は、ド

イツ南西部のノルトライン・ヴェストファーレン州の州都であ
り、ケルン大聖堂の有名なケルン市や、現在サッカーの香川選
手や内田選手の所属するドルトムントやシャルケ04の本拠地

からも近いです。また、オランダやベルギーとの国境付近に位
置しているため、アムステルダムやブリュッセルにも電車で2
～3時間ほどで行くことができます。12月にはクリスマスマー
ケット、カーニバル、日本デー、キルメス（移動遊園地）などと
いった大きなイベントも頻繁に開催されます。

デュッセルドルフ市は日本企業が多数あるため、いくつもの
日本食スーパーや日本食レストラン、さらには日本人に窓口対
応してもらえる銀行もあり、非常に暮らしやすいです。また、現
代日本学科に在学する学生たちは、日本での留学経験の有無に
かかわらず、日本語が流暢な学生が多いです。私のチューター
もその一人で、煩雑な住民登録や銀行口座開設、健康保険の登
録、ビザの申請などを手伝ってもらい、大変助かりました。

【留学中】
デュッセルドルフ大学では、日本全国の大学から来る日本人

留学生用のドイツ語コースと、世界中から来る留学生全体用の
ドイツ語コースが開講されていました。それぞれ学期始めにク
ラス分けテストを受け、自分のレベルに合った授業を受けるこ
とができます。また、両コースとも自由参加であるため、自分
に必要がないと感じれば、これらのコースをスキップして、現
地の大学生たちと一緒に専門科目を受講することもできます。
私はこの3つを組み合わせて、時間割を組んでいました。日本
人留学生用のコースは週3回計5コマで、少人数クラスのため
発言の機会も多いです。しかし参加するのならば、他の関心の
ある授業と時間が重なっていたとしても、こちらのコースを優
先させなければならないという制約がありました。留学生全体
用のコースは、A1.1~C1の9レベルに分かれており、授業内
容もスピーキングやライティングなど目的別に特化された授業
も多く、非常に実りの多い授業でした。しかし、こちらのレベ
ル分けテストの基準はいささか厳しいように感じました。テス
トの結果により、希望していた授業への参加資格のなかった私
は、別の授業の先生に「能力証明書」を書いてもらい、希望して
いた授業を担当する先生方に一人ひとり直談判をして、授業に
参加させてもらいました。この件で、制度によって事務的に希
望が却下されたとしても、自分の行動次第で許可される可能性
があるということを学びました。

留学中に現代日本学科の学生達とは、非常に良い関係を築く
ことができたと思います。日本学科のない大学では、なかなか
現地の学生達と知り合う機会がない、という場合もあるようで
すが、デュッセルドルフではそのようなことは全くありませ
ん。お友達の実家でお母さんお手製のドイツ料理をごちそうに
なったり、誕生日パーティーに招かれたり、一緒にピクニック
をしたりと、今思い返すのは楽しかった記憶ばかりです。学習
面でも、夏学期にドイツ文学のゼミに参加した際に不明点を教
えてもらったり、6月に受けたGoethe-InstitutのB2の試験前
に、スピーキングとライティングを付きっきりで指導しても
らったり、タンデムパートナーとお互いにドイツ語と日本語を
教え合ったりなどと、彼らの助けのお陰で充実した時間を過ご
すことが出来ました。

【留学後】
10ヶ月のドイツ留学を終えて日本に戻ってきたものの、私の

ドイツ語力はまだまだ「私はドイツ語を話せます。」と胸を張っ
て言えるようなものではありません。しかし、今回の派遣留学
を経て、学習全般に対する意識が向上し、積極性も増したと感
じています。帰国後も、ドイツ語の授業を履修したり、独文の
行事に参加してネイティブの先生方や留学生と話したり、ドイ
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ツ語の検定試験の勉強をしたりと、ドイツ語学習を続けていま
す。もし私が、派遣留学生としてデュッセルドルフ大学に留学
しなかったならば、大学卒業後はドイツとは一切関係ない生活
を送っていたかもしれません。しかし今は、ドイツという国へ
の愛着が増し、ドイツ語の勉強をもっと続け、将来的にドイツ
と関係のある仕事に就ければと思っています。私にとって派遣
留学とは、自分の将来や自分自身を改めて見つめる事ができる
いい機会でした。皆さんの留学も有意義なものになりますよう
に。

ドイツ

レーゲンスブルク大学
人間社会学域人文学類　星　　文絵

私は、2013年9月から2014年8月までの約1年間、ドイ
ツのレーゲンスブルク大学に留学していました。こうして留学
を終えた今、留学前にあれだけ悩んでいたのが嘘のように、達
成感と満足感に満ちています。こんな思いをより多くの人に体
験してもらいたい、留学を考えているみなさんの背中を押した
い、という思いで、この報告書を書かせていただきました。私
の経験談が、少しでもみなさんの助けになれば幸いです。

〈始まり〉
私が留学を考えた最初のきっかけは、2012年の9月に参加

したレーゲンスブルクでのサマーコースでした。1ヶ月間ドイ
ツに滞在して、今まで紙の上にしかなかったドイツ語を、実際
にコミュニケーションのツールとして使う、という体験に新鮮
さを感じ、もっと語学力を向上させたい、ドイツ語でコミュニ
ケーションがとれるようになりたい、と強く思うようになりま
した。サマーコースを終えて帰国し、もう一度ドイツに戻りた
い、という強い気持ちはありましたが、1年間の留学に申し込
むまでにはさまざまな迷いがありました。特に私は4年生の後
期からの留学だったため、卒業の遅れ、親しい友人との別れな
どが留学への決心を妨げていました。しかし、先生方に相談に
のっていただいたり、先に留学されていた先輩方からお話を
伺ったりしながら、自分の思いを再確認し、留学をしよう、と
いう決心を固めることができました。

〈留学中の苦悩と克服〉
いざドイツに着くと、初めのうちはなかなか想定していたよ

うにはうまくいきませんでした。あらかじめ日本で勉強してい
たとはいえ、私のドイツ語は実際に使えるレベルにはまだ達し
ていませんでした。スーパーでのほんのちょっとの会話すら思
うようにできず、歯がゆい思いをすることが何度もありまし
た。また、9月に開かれたドイツ語準備コースでは、初めにク
ラス分けテストをして決められたクラスに進んだのですが、ま
わりの留学生たちは、テストの点は同じでもドイツ語で会話す
る能力が自分よりもはるかに優れている人たちばかりで、そん
な周りとの間に高い壁を感じました。

そんな中で、常に心がけよう、と意識しはじめたことがあり
ます。それは、「フットワークを軽くしよう」ということです。
せっかくドイツに1年間滞在できるというすばらしい機会をも
らったのだから、ここでしかできないことをしなければもった
いない、と考えたからです。日々の生活の中でたくさんのアン
テナを伸ばして、できる限り自分から積極的に動いていこうと
決めました。友人から誘われたパーティーに行ったり、興味の

あるコンサートを見に行ったり、趣味として練習しているドラ
ムができるスタジオを借りて友人とセッションしたりと、面白
そう、と思ったことには遠慮せず首をつっこむ癖をつけていき
ました。そうしてやってみると、予想外の人との出会いがあっ
たり、新しい発見をしたりと、思っていた以上に自分の行動範
囲や交友関係はどんどん広がっていきました。気づけば、留学
生との間に感じていた壁も低くなっていました。それに比例す
るようにして、語学力もちょっとずつ伸びていきました。

〈留学を通して得たもの〉
このドイツ留学では、語学の授業をとり、それに加えて日常

的にドイツ語を使うことによって、語学力を大きく向上させる
ことができました。もちろんそう楽なことではありませんでし
たが、ドイツ語に囲まれているという環境は日々、くじけそう
な私に、ドイツ語を習得しよう、というモチベーションを与え
てくれました。この留学で得た語学力は、私にとってかけがえ
のない収穫です。しかし語学力以外にも、留学を通して得られ
たものはたくさんあります。まずは、上にも書いたような積極
性です。言葉の壁がある分、人と交流する際には日本にいると
き以上にパワーがいります。そういった環境で生活することに
よって、積極的に人と関わっていく力をよりいっそう育てるこ
とができました。

また、もうひとつ大きな収穫として、多様な価値観との出会
いが挙げられます。日本とは違う文化に身をおく生活、いろい
ろな文化的背景を持つ留学生たちとの交友関係を通して、自分
の持っていたものとは違う、新たな価値観に出会いました。特
に、ドイツには「人は人、自分は自分」という雰囲気があり、日
本で時として閉塞感を感じることがあった私にとって、ドイツ
はとても心地よい空間でした。たくさんの人との出会いを通し
て、こんな生き方もあるんだ、とか、こんな考え方もありなん
だ、と人生の見方と幅が広がったように感じます。

さらに、日本という国を客観視する視点も手に入れました。
今まで日本で生活していたときにはまったく意識していなかっ
た日本人の私にとっての「あたりまえ」を、ドイツでの生活は
あっさりと塗り替えていきました。今まで自分の中にあった

「常識」という概念の小ささを身を持って実感させられました。
また、日本という国は世界からどう見られていて、どんな特徴
があるのか、ということを意識させられる機会も多く、自分の
国を見つめ直す良いきっかけになりました。

〈おわりに〉
留学すると決意してから、日本に帰ってくるまで、迷ったり
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悩んだりすることは何度もありました。しかし、そんなことも
忘れてしまうくらいたくさんの、楽しい出来事や忘れられない
経験があります。また、今でも連絡を取り合える友達が世界中
にできたことも、大切な宝物です。この留学を通して得た人間
的成長は、私の人生において、大きな意味を持ってくると確信
しています。今留学に興味を持ってこの冊子を読んでいるみな
さんも、かつての私のように不安を抱いていることと思いま
す。しかし、きっとその不安には比べられないほどの、刺激的
な出会いが待っているはずです。ぜひ、勇気を持って一歩踏み
出してみてください。

最後になりましたが、留学に際して、決心のつかない私の後
押しをしてくださった方々、留学中の生活をサポートしてくだ
さった方々に、この場を借りて感謝いたします。ありがとうご
ざいました。

人間社会学域人文学類　村島　早紀
私は4年生の9月から約11ヵ月間、ドイツのレーゲンスブル

ク大学に留学しました。そして7月の末頃に帰国してから就職
活動を始め、10月に内定を頂き就職活動を終え、今は卒業論文
に取り組んでいます。この報告書で、留学に興味を持っていた
り、あるいは留学をしようか迷っている皆さんの参考や後押し
になれば幸いです。

・留学前
私は2年生からドイツ語学ドイツ文学を専攻していました。

しかし当時はドイツ語のネイティブの授業でなかなか上手にド
イツ語を話すこともできませんでした。そんな中、3年生の9
月にレーゲンスブルク大学で行う一ヶ月間の語学研修「サマー
コース」が私の転機になりました。私はその語学研修の中で初
めてドイツ語を、いわゆる「生活するための言語」として使いま
した。現地で出会ったドイツ人学生、先生、店員さんや駅の車
掌さんとの会話のなかで、私はドイツ語を使った異文化コミュ
ニケーション・交流に深く魅力を感じました。それと同時に思
い通りに意思疎通できない自分にとても悔しくなりました。語
学研修が終わった後に私は、自分の専攻分野としてのドイツ語
をちゃんとものにしてから卒業したいという思いからドイツ留
学を決心しました。また語学研修の中で感じた外国語を話す楽
しみをより深めて、より個人的あるいは深いテーマをドイツ人
や他の留学生と話したいと思いました。

留学前の学習法としては、ネイティブのドイツ人たちと積極
的にドイツ語を話すことや、毎日CDなどでドイツ語を聴くこ
とや日記をつけることも始めました。それでもやはり、ドイツ
へ発つ前は期待よりも不安の方が大きかったように思います。
様々な手続きなどの質問はドイツに留学経験のある先輩方に質
問したりしていました。

・留学時の生活、授業
留学時は学生寮に入っていました。個人の部屋は持ち、他の

4人のドイツ人や他国からの留学生たちと台所やシャワー、ト
イレ、洗面台を共同で使っていました。大学では留学生100人
ほどに対して5人ほどのドイツ人チューターがいて、様々な手
続きへの同伴を行ってくれました。はじめの一ヶ月間は生活上
のことでわからないことも多いので、わからないことがあった
らチューターや寮の隣人など、現地のドイツ人たちにすぐ聞い
て確認するということは大切にしていました。

授業では、はじめにクラス分けテストがあって、それに応じ

たクラスに振り分けられます。文法、リーディング、リスニン
グ、スピーキング、ライティングなど各分野に授業も分かれて
います。また、文学や地域文化、映画、演劇の授業など自分の興
味に合わせて授業を選択することが可能です。私は他の留学生
に比べてスピーキングのプレゼン、ディスカッションの授業が
苦手だったので、知り合いのドイツ人の力を借りるなどして、
ドイツ語を話す機会を増やすようにしていました。日本語を学
んでいるドイツ人、ドイツ語を学んでいる日本人が毎週木曜日
に交流する会も設けられていました。

他国からの留学生は日本文化に興味を持つ人も多かったの
で、彼らと日本食を作る機会もありました。自分の国のことに
ついて聞かれることは授業のなかでも多かったので、他国から
みた日本・日本人を考えるきっかけにもなりました。

・留学をして感じたこと
良くも悪くも自分が想像していたものとは全く違ったという

のは強いです。外国で「生活する」ということはただ単に国際交
流とか旅行とか、そういったものとは全然違って、良い意味で
も悪い意味でも期待や不安といったものが割と思い描いていた
ものと違いました。結論としては「留学の楽しみ方や吸収の仕
方には、人それぞれ何通りもある」ということです。たくさんの
外国人と交流することを楽しみに留学する方もいますが、それ
もあくまでひとつの価値観・楽しみ方であって、人それぞれの
目標や目的があって留学している方がたくさんいるのだなと感
じました。そういう意味では「他人に流されず自分をもつこと」
が大切だと思いました。また他国から見た日本や自分など、日
本にいるときより自分がどういう人間なのかということについ
て深く考えるようになりました。

私は4年の9月から留学ということで、就職活動に支障が出
ると考えて、最初は決断に迷っていました。しかし留学から
帰ってきて、自分の決断は間違っていなかったし、本当に留学
して良かったなと感じています。留学の経験を話すことによっ
て就職活動で良い評価を得ることもありました。もし留学に興
味を持っているけれど迷っている方がいたら、一歩踏み出して
挑戦してみることをおすすめします。

人間社会学域法学類　中岡　　淳
0．はじめに

私は2013年9月から2014年7月までドイツ・レーゲンスブ
ルク大学に留学させていただきました。私の所属学類が法学類
であったため、受入先も同大学の法学部（Rechtswissenschaft）
でした。将来的に研究者としてドイツ憲法を比較研究したいこ
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と、さらに博士課程に進学後、再び海外の大学院で研究をした
いという希望があったため、そのための下準備として、少しで
もドイツの大学での留学生活に慣れておきたい、というのが主
な留学の動機でした。そのため、以下の報告は、海外の大学で
専門科目を勉強したいと考えている方や、それに向けて準備を
している方のご参考になるように、自己の経験談を述べさせて
いただきます。

1．留学前
おそらく海外の大学で研究をしたいという方にとって一番

ネックとなる点が、語学力の問題であると思います。これは留
学をなされる方にとっては当然のことと思われますが、ここで
注意しなければならないのは、「外国で日常生活を送っていくた
めに外国語を使用すること」と「外国語で専門的な研究を行って
いくこと」は必ずしもイコールで結びつかないという事です。こ
のように言うと、多くの人は驚かれるかもしれませんが、この
点が今回の派遣留学で一番身に染みて感じたことであります。

と言いますのも、普段の日常生活で出会う単語や表現は何
万という数のものがありまして、その人が置かれている環境
や状況によって必要となる単語や表現も異なってくるからで
す。一方で、外国語で専門的な研究を行っていく上で必要とな
る単語や表現というものは、先の日常生活で求められる単語
や表現に比べて極々限られたものです。たとえば、私の専攻
である法律学を例に挙げて言いますと、「Tatbestand （TB）、
Rechtswidrigkeit （RW）、Schuld （S）」という単語を聞けば、
おそらく一般的な法学部生なら刑法における「犯罪」の定義で用
いられるところの「構成要件、違法性、責任」を指しているもの
であると直ぐに理解できると思います。特に、法律学に限って
言えば、明治政府が日本の近代的な法制度の確立のために、ド
イツ法やフランス法をはじめとする大陸法を参照したこと、そ
の影響から、現在においてもなお、国は違えど上記の国々の法
制度と日本の法制度の共通点が多々あるといった種々の経緯か
ら、ドイツ語やフランス語で法学の専門文献を読むことは他の
言語と比べて容易いといえるのではないでしょうか。これらの
ことから、いわゆる専門用語（ジャーゴン）を覚えてさえしまえ
ば、外国語の文献を読むことや留学先での講義を原語で理解す
ることは、努力次第で如何様にもなると感じました。

ですから、海外で専門的な勉強をしたいと考えている人で、
留学前にやっておくべきことを一点挙げさせていただくとし
たら、とにかく自分の研究対象である専門科目の文献を原書
で読むことをお勧めいたします。とりわけ、法学類の方でし
たら、英語・ドイツ語・フランス語で開講されている「外国
語文献購読」を受講して原書を読むことに慣れておくとよいか
もしれません。また、法学図書館には、著名な法律家の原書
をはじめとして、Harvard Law ReviewやNeue Juristische 
Wochenschrift（NJW）といった法律雑誌も充実しています
ので、ぜひご利用ください。

2．留学中
次に、レーゲンスブルク大学法学部での授業の様子や環境

について述べさせていただきます。基本的に、同大学の留学
生たちは、「外国人のための語学プログラム（Deutsch Als 
Fremdsprache,DaF）」と各自の専門科目の授業を半々ずつ
取るのが一般的な様です。専門科目の授業形式は、大講義室
で授業を受けるものと、より専門的な分野について学ぶゼミ
ナール形式のものがある点は、日本の大学とあまり変わりま
せん。ただし、特筆すべき点として、同大学の法学部には、

REGINA （REGensburger Individuelles und Nachhaltiges 
Ausbildungszentrum）といった独立した組織があり、彼らが
外国人留学生に対して、授業や大学生活に関して細かなサポー
トをしてくれます。とりわけ、「外国人留学生のための公法入
門、民事法入門（Einführung in das deutsche Öffentliche 
Recht あるいはPrivatrecht für Austauschstudierende）」と
いった特別講義が毎ゼメスターごとに開講されていることや、
希望次第で各留学生数人につき法学部の学生チューターが配属
される点は、他大学にもない手厚いサービスと言えるのではな
いでしょうか。私の場合は、弁護士志望の男子学生がチュー
ターとして付いてくださったため、おかげさまで、授業の相談
からドイツの法曹事情、さらに普段のプライベートでの付き合
いまで、彼とは公私ともに充実した時間を過ごすことができま
した。法学部に留学される方は、10月の新学期が始まるととも
に案内があると思いますので是非ご活用ください。ちなみに、
同大学には、法学図書専門の法学図書館があり、平日は夜24時
まで開館されています。

さいごに、レーゲンスブルク大学でどのような授業が開講
されているかが気になる方は、同大学のホームページ（http://
www.uni-regensburg.de/）から、右上の項目「Vorlesungen」
→左上「Vorlesungenverzeichnis」から各学部の開講科目を検
索できます。ここに授業で使用する図書が挙げられていますの
で、留学前に読んでおくとスムーズに授業に入ることができる
と思います。さらに、学部の様子や教授陣が知りたい方は、上
記と同様に、ホームページのトップ画面左の「Fakultäten」で詳
細な情報を得ることができます。

3．おわりに
異国の地での約1年間の留学生活は、率直に言ってたいへん

苦しいものでした。食生活をはじめ生活様式の違い、たった1
年数か月で身に付けた日常会話もままならないドイツ語能力、
言葉や文化の違いからくるトラブルの数々…。今となっては
良い経験ができたと思えるけれども、当時の私は目の前の1日
1日を過ごすことで精一杯でした。ただ、留学の開始時期が大
学卒業の半年前であるにもかかわらず、そのまま卒業できると
ころを敢えて留学をするという選択をした分だけの得るものは
あったように思います。留学をしていなければ、ドイツやスペ
イン、ベネズエラをはじめとする各国にいる唯一無二の友人た
ちを得ることはありえなかったし、ドイツ語でドイツ法律学の
文献をじっくり読み、自分の研究対象に対する知見を深めると
いう機会を得ることはなかったでしょう。

かの有名な「山月記」の中で虎になった李徴はいう、「己は誌
によって名を成そうと思いながら、進んで師に就いたり、求め
て誌友と交わって切磋琢磨に努めたりすることをしなかった」

「己の珠に有らざることを怖れるが故に、敢えて刻苦して磨こ
うともせず」「益々己の内なる臆病な自尊心を飼いふとらせる

4 4 4 4 4

結
果になった」「この尊大な羞恥心が猛獣だった。虎だったのだ」

（『李陵・山月記』新潮文庫より）。
この名文の裏を帰せば、どんな平凡な才能の持ち主であって

も傷つくことを怖れず積極的に挑戦することを怠らなければ、
「堂々たる誌家」になりえるということだと思います。恥ずかし
ながらも平凡な大学四年間で「虎」となり果てかねなかった私に
対して、海外の大学で切磋琢磨する機会を設けてくださった金
沢大学の諸先生方、留学生係の事務員の方々をはじめ、私の派
遣留学に携わってくださった関係者の皆様に大変感謝しており
ます。一人でも多くの後輩たちに、このような素晴らしい自己
鍛錬の機会を活用していただけることを願ってやみません。
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人間社会学域法学類　鈴木　理生
私は2013年9月から2014年7月までの1年間、ドイツの

レーゲンスブルク大学に留学していました。レーゲンスブルク
はドイツ南部のバイエルン州に属していて、バイエルン州都の
ミュンヘンから北に電車で約1時間半行ったところに位置しま
す。旧市街が世界文化遺産に登録されているので街中には歴史
的な建物なども多く、中世の面影が残されています。また、レー
ゲンスブルクの人口が約13万人に対して大学生数が約1万7
千人という、学生が非常に多い街でもあります。

〈留学前〉
私は元々大学生のうちに一度は留学してみたいと考えていま

した。海外での生活や現地の人との交流を通して日本にいては
わからないことを知ることができるし、また比較対象ができる
ことで日本を外から客観的に見ることができておもしろいだろ
うと思ったからです。

ドイツの協定校は3校ありますが、留学する前の年にレーゲ
ンスブルクで行われているサマーコースに参加してもう一度こ
こに来て1年間勉強したいと思ったので、レーゲンスブルク大
学に留学することに決めました。ドイツ語については、ドイツ
語の先生と相談して留学直前の学期では週3コマ授業をとるな
ど、なるべくドイツ語に触れるようにしていました。日本で勉
強するよりも実際に現地に行ってしまったほうが語学の上達す
るスピードは格段に速いですが、留学前に少しでも身につけて
おくに越したことはないと思います。

〈留学中〉
レーゲンスブルク大学は留学生向けの授業がとても充実して

いて、ドイツ語の初級レベルから上級レベルまで8クラスにレ
ベル分けされ、自分に合ったレベルの授業を受けることができ
ます。文法などを総合的にやる授業、会話、ライティングが基
本となる授業で、その他に文学、映画、文化をテーマとしたも
のなど留学生向けにもさまざまな授業が開講されています。ま
た、学期前の9月と3月には6週間の語学コースが行われてい
ます。この語学コースは有料で参加は任意ですが、ここで単位
を取れたら次の学期でドイツ語クラスのレベルを1つ上げるこ
とができます。

また留学生は基本的に大学の寮に住みます。大学に近いとこ
ろや旧市街の中などあちこちに寮があり、一人部屋でキッチン
とバスルームが共同の寮や、バスルームは部屋にあってキッチ
ンだけ共同など寮のタイプも様々です。旧市街に住みたいと

いった希望も留学手続きのときに伝えると、希望を通してくれ
ることもあるようです。家賃は大学近くだと200ユーロ前後で
すが、旧市街だと250ユーロ前後です。ドイツ人も寮に住んで
いる人が多いので共同スペースで一緒になればドイツ語の練習
にもいいと思います。

〈その他〉
私はクラシック音楽が好きなので留学中も何度か聴きに行っ

ていました。ヨーロッパでは9月から6月までがシーズンで、
この期間はドイツでも各地でオペラ、バレエ、オーケストラコ
ンサートなどクラシック系の公演が行われています。ヨーロッ
パはクラシックの本場なので、レーゲンスブルクのような比較
的小さい都市でも必ずクラシック用の劇場があり、劇場内の雰
囲気も日本とはだいぶ違います。日本だとクラシック音楽は敷
居が高いとかチケット代が高いといったイメージを持たれが
ちですが、ドイツではわりと身近なようで皆さん気軽に聴きに
行っています。私も1年間の留学中に8回ほど観に行きました。
また、学生料金があるのでレーゲンスブルクの劇場の場合は通
常料金の約半額で各公演を聴くことができます。さらにミュン
ヘンでは、ミュンヘンフィルハーモニーがシーズン中に1日だ
け学生向けにコンサートを行っていて、通常のプログラムを12
ユーロで聴くことができたので私も行ってきました。このよう
に普段はなかなかできないことをやれるのも留学することの魅
力かなと思います。

〈さいごに〉
私がドイツに興味を持ったきっかけはクラシック音楽とサッ

カーです。そのどちらもが有名であるドイツに行ってみたいと
ずっと思っていて、第2外国語でドイツ語を選択し、いろいろ
考えて留学するに至りました。こんなちょっとしたことがきっ
かけでよいと思います。少しでも留学したいという思いがあれ
ば積極的にチャレンジしてほしいです。自分にとってとても大
きな経験になると思います。

アイルランド

ダブリンシティ大学
人間社会学域国際学類　宮島　佑莉

私は平成25年の9月から26年の6月まで、アイルランドの
ダブリンシティ大学に留学していました。アイルランドという
と日本人にはあまり馴染みがなく、「どこにある国？」、「アイス
ランド？」なんて聞かれることのほうが多いくらいです。です
が、実はヨーロッパの英語圏の中で、留学先として人気が出始
めている穴場です。実際に私が留学している間にも、思ってい
た以上にたくさんの日本人に出会いました。ヨーロッパからの
留学生（スペイン、ドイツ、フランスなど）が多く国際色豊かで
あり、さらにダブリンは首都であるのにも関わらず、治安もい
いと言われています。独特なケルト文化の残る古城や大自然を
堪能できる反面、人々で溢れかえる首都のダブリン。そんな田
舎すぎず都会すぎない雰囲気に惹かれ、他の人と違った経験が
してみたい！と思いアイルランドでの留学を選びました。

出発前の準備
留学前の準備として、必要不可欠になるのは言うまでもなく

語学力です。私は大学に入学する前から漠然と長期留学を希望
していたので、留学先を決定する前から少しずつIELTSの勉強
をするようにしていました。特に志望書を提出する直前の時期
にはかなりの回数でIELTSの受験をしていました。私がお勧め
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したいのが、リスニングの勉強のために愛用していたPodcast
です。BBCやNHK World Radio Japanなど定番のものから、
英語と日本語を織り交ぜた雑談形式のものまで、配信される
チャンネルの種類は豊富で、しかも無料です。Podcastを聞く
ことはもちろん現地でも続けていましたし、お気に入りのチャ
ンネルは今でもよく聞いています。せっかく便利な世の中に生
まれたので、ネット上のものなど使える教材は利用することを
お勧めします。それでも、現地に行ってからは日本でもっと勉
強していたらよかった、と思うこともしばしばありました。留
学を希望している人は、早め早めに勉強しておくことに越した
ことはありません。

また当たり前のことかもしれませんが、留学に関する書類は
早めに出しましょう。志望書もですが、留学が決まってからの
書類、現地の大学とのコンタクトも大切です。私は、大学の寮の
申請の際に遅れてしまい、学外の寮に住むことになりました。
海外とのコンタクトは日本でするようにスムーズに進むとも限
らないので、物事を先延ばしにしてしまいがちな人は、前もっ
て行動する癖を付けましょう。

現地での生活
大学の周りの環境は良いと思います。スーパーや薬局、大型

ショッピングセンターが徒歩圏内にあり、バスで15分ほどの場
所にダブリンの中心街があります。洋服などの買い物や外食も
楽しめますし、日本の調味料や食材（値段は2、3倍します）を
手に入れられるアジアンマーケットもあります。また、中心街
と反対方向にバスに乗って行けば、15分で空港に着けます。

大学の授業は、留学生は一部の授業を除いてほぼ全て履修が
できます。私は留学生だけが受講する、英語の授業や異文化コ
ミュニケーションを学ぶ授業、そしてアイルランド人の学生に
混ざって受ける言語学系の専門の授業をいくつか履修していま
した。同じ留学生と言っても、他の国の学生の英語力や発言な
ど、レベルの高さには圧倒されます。そして寮に帰れば、いつ
もフラットメイトのアメリカ人とナイジェリア人の女の子がい
ました。事実上は英語のネイティブスピーカーのふたりですか
ら、私は会話に入ることすらできないこともあり、ここでも悔
しい思いを何度もしました。更に、私が一番苦しめられたのが

寮の設備でした。清潔ではあるものの不備が多く、しかもなか
なか直してもらえないため、何度もオフィスにクレームを言い
に行きました。そんな時も、日本人だからとあまり相手にされ
ないことがあり、自分の英語力の乏しさや日本人らしい見た目
にコンプレックスを抱きました。そんな気持ちをバネに、授業
の復習に励んだり、工夫して勉強するように心掛けていまし
た。地道な努力の成果だったのか、徐々に生活に慣れていくと、
寮の不備についてフラットメイトと愚痴を言い合って笑った
り、オフィスに通い詰めたおかげで管理人が普段から声をかけ
てくれるようになったりと、今となっては全て笑い話になりま
した。異国での生活を通して、何事も恐れずチャレンジする勇
気や、一つのことに粘り強く執着する力の大切さを、身をもっ
て学ぶことができたと思います。

勉強ももちろん大切ですが、友人と過ごす時間も大切な留学
の思い出になると思います。アイルランドはパブの文化が根付
いているので、週末は町のパブに出かけたり、パーティを開く
などして現地の文化を楽しみました。また、アイルランドに住
む特権として、ヨーロッパ各国を旅行するのもひとつの魅力だ
と思います。ヨーロッパ圏内では非常に安価で旅行ができま
す。自分でプランを練って多様な文化を体験し、格安のホステ
ルに宿泊することなど、学生である今しかできないことだと思
います。ダブリンの大学でできたドイツ人の友人が一時帰国す
る際に現地で合流し、町の案内をしてもらったり、同じように
留学していた友人と再会を喜んだり、一人旅をしたりと長期休
暇のたび何度も旅に出ました。すべて自分でこなすことで、自
信にも繋がると思います。ただし、スリや夜道の一人歩きなど、
身の安全にはくれぐれも気を付けましょう。

最後に
正直、留学を終えて自分に目に見えるほどの変化があったか

どうかは分かりません。ですが、この夢のような9か月間で楽
しいこと辛いことを同じくらい経験し、人との繋がりや見える
世界が広がりました。今でも1年前の今頃は何をしていたな、
と留学中の生活を恋しく思うことがありますが、その反面やっ
ぱり日本のこういう所は自分に合うな、と日本のよさを再認識
することもあります。それに、日本で留学中に応援してくれて
いた人たちの存在は、本当に心の支えになります。身近な人た
ちの大切さも実感することができました。

私が留学に関心のある皆さんに伝えられるメッセージは、こ
れだけです。迷って挑戦せずに後から後悔をするくらいなら、
思い切って日本を飛び出してみてください。そして一生忘れら
れないような留学生活を手にしてください。皆さんにとっての
留学がより実りあるものになるよう祈っています。

人間社会学域国際学類　伊東　萌美
◆はじめに

Dia Dhuit!（こんにちは！）
私はアイルランドにあるダブリンシティ大学（DCU）への平

成25年度派遣留学生として、2013年9月から2014年6月ま
で留学をしていました。洋画や外国の風景を見るのが好きで、
高校時代からぼんやりと外国で暮らしてみたいと思っていて、
派遣留学制度のある金沢大学に入学しました。一年の夏から準
備を始め秋に選考があり、春休みにはモナシュへの語学研修に
参加しました。2年の春には派遣先大学から留学許可書を交付
され、夏に出航いたしました。提出した語学試験のスコアは
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IELTSといって、アメリカで使われているTOFELに対して、こ
ちらはイギリスやオーストラリアへの留学を中心にスコアの受
け入れが行われています。1年の夏から、同じような志を持つ
学生の自主的な集まりであるIELTS勉強会に参加し、3回目の
受験にして目標スコアに届くことができました。

この文章の始めに、アイルランド語でこんにちはと書きまし
たが、実は、首都ダブリンではアイルランドが話されているの
はまったく聞いたことがありません。（なので、インターネッ
トで調べて書きました。笑）公用語は何？ともよく聞かれます
が、アイルランド語と英語の両方で、市内の看板は両方の言語
で書かれていますが、実際にアイルランド語が日常的に使われ
ているのは田舎の小さな村のみだと言われています。独特のア
クセント・発音は、英語話者でさえ戸惑うとさえ言われ、パブ
に来ていた訛りの強いおじいさんの話は最後の日までわかりま
せんでした。1年の留学というのは、やはりある程度語学力は
伸びますが、行ったというだけでネイティブ並みに話せるよう
になるわけではありませんので、夢を見過ぎず、留学に行く前
も行ってからも積極的に勉強することをおすすめします。

◆目的と成果
留学する上で、重要となるのは目的をしっかり意識して望む

ことだと思います。これは、私自身も留学に行く前から何人も
の経験者の方からも言われていたことです。途中でくじけそう
になったとき、いくつもの選択肢が現れたとき、やるかやらな
いかを迷うときなどが必ず出てきます。その時に、自分の中の
軸を持っておくことが、決断を導いてくれますし、後悔のない
留学生活を送ることにも繋がるのではないかと思います。

ちなみに、私の軸だったのは「ここでしかできないことを
やってみる。少しでもやりたくなったらやる！」ということで
した。あまり具体的なものではありませんが、私はこれを持っ
ていたおかげで、結果はどうあれ、アクティブに生活すること
ができましたし、やればよかったと思い残すことはありません
でした。そして、その時の決断は留学生活の中で印象に残る思
い出になると思います。挫折しかけていた授業を諦めずに最後
までやり遂げた時や、初フルマラソン挑戦・完走した時は本当
にやってよかったと感じました。

逆に、目的や軸がはっきりしていないと、せっかくの留学と
いうチャンスを無駄にしてしまうこともあります。実際に、留
学に行くと思ったより時間がたっぷりとあることに気づくと思
います。履修する授業も日本より少ないですし、アルバイトも
ないので、自由な時間をどう過ごせばいいのかわからず、部屋
に閉じこもってしまうという話もよく聞きました。私自身もそ
うなりかけていた時期がありました。

また、DCUには思っていたより多くの日本人がいて、あわ
よくば日本人とだけ行動して英語に苦労しない楽な生活を送る
という選択肢もありました。悩んでいたのは10月頃で、その頃
は自分の英語も聞き取ってもらえず、相手の言っていることも
わからなくて、外国人とつるむのも消極的になっていました。
授業も、自分のレベルよりかなり高いものをとってしまってい
て、教室の前で気持ちが悪くなってしまったりUターンして帰
りたくなっていたりしていた時期でした。だからといって日本
人とばかりいるのは悔しいし、英語を話すのは怖いしで、現地
でのコミュニケーションに後ろ向きになっていました。

しかし、その時期を乗り越えることができたのは自分の軸＋
現地での仲間・支えてくれる人たちのおかげでした。自分がや
りたかったことは何かと見つめ直すことと、自分の話を辛抱強

く聞き、こちらがわかるまで話をしてくれたバドミントン部の
チームメイトの存在があって、少しずつ自信や勇気を持つこと
ができるようになりました。

◆終わりに
最後にもう一つアドバイスをするならば、何か得意なものを

持つこと、広く浅くでいいので日本の文化をいろいろ経験して
おくことをおすすめします。そういったものを持っていれば言
葉が分からなくてもなんとかなるというメリットがあるからで
す。留学最初の学期は何事でもアクセントやスピードで理解が
できないことが多数あります。しかし、特技を持っていたらそ
れだけで認めてもらえます。それが私にとっては、6年間続け
ていたバドミントンでした。団体のメンバーとして地区の長期
リーグや大学対抗戦などいろいろな大会に参加することができ
ましたし、練習を乗り越え応援し合ううちに、そのチームメイ
トとの信頼関係も深まっていきました。6年間やっていたとい
う経験が周りに認めてもらうひとつの糸口になりましたし、結
果的に、このバドミントンを通しての友達との絆が留学で得た
一番の宝だと思っています。見ず知らずの土地に行って、自分
の持っているもので勝負するしかないので、日本にいるうちに
たくさんの武器を身につけておくとさまざまな場面でそれらが
役に立ってくるはずです。

自分の書いたものを見返すと、辛かったことが話の中心と
なっている気がしますが、語りきれない楽しかったこと感動し
たことももちろんたくさんあります！自分の憧れだった経験
をできて、本当に素晴らしい1年だったと思います。こうした
チャンスを与えてくれたすべての方、応援してくださった方に
この場を借りてお礼申し上げたいと思います。ありがとうござ
いました。

ノルウェー

ノルウェー科学技術大学
人間社会学域国際学類　宮下　梨乃

私は2013年8月から2014年6月までの約10か月間、ノル
ウェーのトロンハイムにあるノルウェー科学技術大学に留学し
ていました。今回は私の経験や感じたことなどについてお話し
しようと思います。

〈ノルウェー科学技術大学〉
私の留学先であるノルウェー科学技術大学はノルウェーの中
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で3番目に大きい都市であるトロンハイムにあります。大学に
は2つのメインキャンパスがあり、Gløshaugenでは理系の学
部の授業が開講されていて、そこからバスで15分ほどのところ
にDragvollという文系の学部のキャンパスがあります。キャン
パス内には、図書館や学食、コンビニなどがあり、必要なもの
を買うことができます。

〈ノルウェーでの生活〉
ノルウェーやその他の北欧諸国は治安が良いという話をよく

聞きますが、トロンハイムも治安が良く、たとえ夜中に一人で
外を歩いても怖いと思うことはありませんでした。また、町も
とても静かで過ごしやすかったです。それでも気を付けるに越
したことはないので、夜中に一人で外を歩くことはほとんどあ
りませんでした。ノルウェーは自然の多い国で、冬は日照時間
が短く、夏は夜遅くまで明るいというとても変化の激しい国で
した。冬は日照時間が4時間くらいしかなく、午後3時くらい
にはもう外は暗くなっていましたが、夏は夜中の11時まで太陽
が沈まず、夜中でも薄暗い程度で真っ暗になることはありませ
んでした。また、冬は気温がマイナス20度くらいなので外に
出るのはとても辛かったです。長い冬が終わって春、夏になる
と友達とハイキングに行ったり外で夜遅くまでバーベキューを
したりと、外でのアクティビティを楽しみました。週末には友
達とパーティをすることも多くありました。何かのイベントに
行くと、その都度友達の友達がいて、どんどん新しい友達が増
えていきました。なので、イベントごとにはなるべく参加する
ようにしていました。住環境に関してですが、多くの留学生は
寮に住んでいて、私もMoholtというStudent Villageに住んで
いました。トロンハイムは「学生の街」と言われるほど学生が多
く、市のあちこちにStudent Villageがあります。Moholtには
100棟ほど寮があり、留学生や下宿しているノルウェー人が住
んでいます。寮は6階まであり、1フロア―に4人が住んでいま
す。その4人でキッチン、リビング、シャワー、トイレを共有し、
ベッドと机とクローゼットが置かれた一人部屋とつながってい
ます。初め、私はデンマーク人、フランス人、スリランカ人の
男性と4人でフラットを共有していました。全員男性だったた
め初めは戸惑いましたが、皆とても優しくて、トロンハイムの
ことや大学のことについていろいろ教えてくれました。1か月
もしないうちにスリランカ人が引っ越してしまいましたが、そ
のあとウガンダ人の女性が入居しました。また、12月に1セメ
スターが終わると私以外のフラットメイトは皆留学を終え帰国
してしまいました。寂しかったですが、新しいセメスターが始
まってドイツ人とオランダ人の女の子が新しく来て、3人で住
むことになりました。後半は女子3人ということもあり、一緒
にご飯を作って食べたり、映画を見に行ったり、最初のセメス
ター以上にフラットメイトと過ごす時間が増え、とても充実し
た毎日を過ごすことができました。寮には世界中から来た留学
生が住んでいて、たくさんの人と交流することができました。
そういう意味では、寮での生活が大学以上に異文化を体験でき
る場所であったと言えると思います。

〈授業〉
金沢大学とノルウェー科学技術大学は部局間協定ですが、大

学での授業は学部に関係なく学部生向けの授業であれば受ける
ことができます。ノルウェーの公用語はノルウェー語なので、
多くの授業はノルウェー語で開講されています。しかし、留学
生も多いノルウェー科学技術大学では英語で開講されている授
業も多くあるので心配はありません。また、授業は講義形式の

ものもあれば、少人数でディスカッションをしながら進められ
る授業もあります。多くの科目は1つで1週間に2コマの授業
があります。1コマ2時間で、授業1つにかける時間が多いので
授業内容も充実しています。また、授業の一環としてフィール
ドトリップに出かける授業もあります。私は前期にノルウェー
の教育システムについて学ぶ授業を受講し、現地の小学校、中
学校、高校を見学に行き、実際の教育現場を見ることができま
した。なかなかできない経験をさせてもらえてとても勉強に
なったし興味深かったです。そして、テストの時間が長いのも
ノルウェーの大学の特徴だと思います。テストは論述形式のも
のが多く、テスト時間は4時間、長いものだと6時間のものも
あります。また、テストのない授業ではレポートの課題などが
与えられます。

〈最後に〉
留学生活の初めの頃はホームシックになったり、思っている

ことを上手く伝えられずに悔しい思いをしたりもしました。で
も、留学して3か月くらい経った頃、ノルウェー人の友達が、英
語がうまくなって、前よりも話せるようになったと褒めてくれ
たことがありました。そう言われて振り返ってみると確かに前
よりも周りの人と会話ができているというように感じました。
留学していた10か月間は私の中で本当に貴重な経験となりま
した。知っている人がほぼいない、言葉もうまく伝わらない地
で過ごすことは容易ではありません。でも、それは同時にとて
も楽しくて忘れられない経験になると思います。留学に興味を
持っているみなさん、ぜひ自分から新しい世界に一歩踏み出し
てみてください。最後になりましたが、私にこのような機会を
与えてくださった金沢大学と、ずっと応援してくれた家族を初
めとする方々に感謝しています。

スペイン

バルセロナ自治大学
人間社会学域国際学類　横田　千尋

私は平成25年9月から約1年間、スペインのバルセロナ自治
大学に留学しました。ここでは留学準備や現地の生活、大学の
授業について報告したいと思います。これから留学予定の方、
留学に興味のある方にとって参考になれば幸いです。

〈留学前〉
スペイン留学を考え始めたのは、大学に入ってスペイン語を
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始めてから1年ほど経った頃でした。はじめは英語圏に留学す
ることを考えていたのですが、実際にバルセロナに留学に行っ
ていた先輩方のお話を聞いたり、スペイン語のクラスで学ぶス
ペインの言語や文化を学ぶうちに、よりスペイン留学への興味
が高まりました。2年の夏に派遣留学に応募するにあたって、
語学のほかに、バルセロナがあるカタルーニャ地方の特性や、
副専攻として履修していたヨーロッパ経済について学ぶなど、
目標を設定しました。

留学が決まってからはそれまで通りスペイン語と英語の勉強
を続け、正式に派遣先の受け入れが決まってからはビザや寮
の手続きに追われました。ビザの必要書類をそろえるのに1～
2ヶ月、ビザを東京の大使館へ提出してから（直接大使館まで
行かなければいけない）ビザが下りるまで2～3ヶ月かかり、私
は出発1週間前にやっとビザを受け取ることができました（受
け取りも大使館まで行かなければならない）。ビザの発給が遅
くなると、航空券は出発日が変更可能な高いものを買わなけれ
ばならないし、出発ぎりぎりまでビザについて心配しなければ
いけないので、ビザの手続きについて早めに確認して準備をす
ることをお勧めします。

〈バルセロナについて〉
バルセロナがあるカタルーニャ州は、スペインの自治州のひ

とつで、カタルーニャの人々は「スペイン人」というよりも「カ
タルーニャ人」としてのアイデンティティがあり、独立志向が
強いです。公用語はカタルーニャ語、スペイン語で、人々はス
ペイン語も話しますが、多くの人が日常的にカタルーニャ語を
使用しています。

バルセロナの気候は一年中比較的天気がよく温暖で、とても
過ごしやすいです。バルセロナといえばSagrada Familiaをは
じめとしたガウディ建築が立ち並ぶヨーロッパ随一の観光都市
であり、「芸術の街」として有名です。道を歩いているとふとガ
ウディの建築に出会うこともありました。バルセロナは開放的
な雰囲気があり、世界各国から学生が集まる活気にあふれたと
ても魅力的な町です。

治安は地区にもよりますが、基本的には安全だと思います。
ただ、スリや置き引きなどの盗難は本当に多いです。実際に私
も被害に遭ってしまいましたし、友人が被害に遭ったという話
もよく聞きました。夜遅くに人通りの少ないところを歩かない
ことや、周りを良く見て油断しないこと、身に着けるもので高
級なものはなるべく避けて、カバンは常に体の前においておく
ことなど、海外で生活しているということを忘れずに気をつけ
ていれば被害に遭うことはないと思います。

〈大学について〉
大学の場所は、バルセロナの中心部から電車で30分ほどの

山の中にあり（金沢大学みたいな感じです）、大学の寮も大学の

キャンパスのすぐとなりに位置しています。大学には郵便局や
銀行、寮にはコインランドリーやATM、サッカーコート、バ
レーコート、プールがあり充実していますが、様々な人が住ん
でおり、基本的には誰でもその敷地内へ入ることができるの
で、セキュリティ面では十分に気をつける必要があります。

授業は留学生用の授業もありますが、留学生でも現地学生向
けの授業を履修することができます。ただ、現地の授業の多く
がカタルーニャ語で行われるため、興味のある授業でもあきら
めたものがいくつかありました。私は留学生向けのスペイン語
とカタルーニャ語、スペイン語から英語への翻訳、カタルー
ニャの政治・経済・文化について学ぶ授業などを履修していま
した。基本的にどの授業も週2回あるのですが、スペイン語の
授業も週に2回しかなかったため、私は振り分けられたレベル
の他に違うレベルの授業を聴講していました。他には大学付属
の語学学校（有料）に通っている留学生もいました。

スペイン語を勉強するために留学をしたいという方は、現地
の多くの人々がカタルーニャ語を話すバルセロナはちょっと…
と思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、私はカタルー
ニャでスペイン語を勉強することは必ずしも不利ではないと
思っています。現地の方はカタルーニャ語だけではなく、必ず
スペイン語も話すことができますし、カタルーニャでもその他
の地域でも、スペイン語が上達できるかは自分の努力次第で
す。また、カタルーニャ語はフランス語やイタリア語に近いの
で、他のヨーロッパの言語を学ぶときの糸口になりますし、カ
タルーニャ独特の文化や歴史などはとても興味深く、学ぶ価値
があると思います。そして大都市であるからこその利点とし
て、バルセロナには日本領事館があり、その紹介によりバルセ
ロナ付近で行われる日本に関するイベント（マンガのイベント
や日本語弁論大会etc.）にスタッフとして参加できるというこ
とや、交通が発達しており空港も中心部から遠くないので、旅
行などに便利ということが挙げられます。日本のイベントで
は、現地の日系企業の方や領事館の方とお話ができたり、日本
文化に興味のある現地の人とも交流ができて、とてもよい経験
になりました。

〈最後に〉
留学中は、慣れない土地でトラブルに遭ったり、思ったよう

に語学が伸びなかったりと歯がゆい思いをすることもありまし
たが、辛抱強く努力を続けることで1つ1つクリアできました
し、それらを通して成長することができたと感じています。経
済的な問題で留学を迷っている人や、留学はとりあえず就職し
てから考えようと思っている方もいると思いますが、経済的、
精神的、制度面でも大学のサポートがあるうちに派遣留学に
行ってみるのはよい手段だと思います。この文章を読んで、一
人でも多くの方が留学に興味を持っていただければと思いま
す。最後に派遣留学の機会を下さった金沢大学、そして留学を
支えてくれた家族や友人には感謝しています。

人間社会学域国際学類　鳥居　勇也
私はスペインのバルセロナ自治大学（UAB）でおよそ1年間、

派遣留学生として生活していました。今回、私の留学での目標
について、そして文化の違いという視点からその1年間を振り
返り、報告とさせていただきたいと思います。

私の留学でも目標は主に2つのことでした。
1つはスペイン語の運用能力を向上させることです。スペイ

ン語の学習を始めたきっかけはスペイン語の発音でした。スペ
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イン語の発音に関心があり、この言語を母国語話者のように話
すことが私の目標でした。

もう1つは少数派としての経験を積むことです。今まで日本
でしか生活をしたことはなく、外国人として海外で生活をする
ことにとても関心がありました。そして外国人として1年間生
活をすることで自分がどのような事を感じるのか、良い経験そ
して辛い経験を積むことを期待していました。

次にバルセロナでの生活について説明をします。
留学中は大学の寮であるVila Universitaria（スペイン語はほ

ぼローマ字読みです）に住んでいました。ここにはUABの現地
の大学生だけでなく、世界各国からの留学生が生活を共にして
います。ここへの入居は事前に手続きを取らなければなりませ
ん。私は留学の始まる5か月前（ 9月から留学だったので4月）
からビザやUABとの手続き（入学証明書や下宿の確保など）を
始めました。とりわけ先方の大学との手続きは時差の関係、ま
た手続き上のトラブルなどで時間がかかりました。早め早めの
準備をお勧めします。

上述しました通り、この大学寮には本当に多くの学生が生活
をしています。また学生によるイベントや寮で行く旅行など（自
由参加です）、多くの人と交流する機会、つまり外国語を使う
機会に非常に恵まれています。スペイン語だけでなく、英語を
使う機会もあります（と言うのは、スペイン語を話せない人もい
るからです）。敷地内を歩いていると必ず知り合いに遭遇しま
す、と断言しても良いくらいです。また、私はキャンパス内に
あるスポーツ施設に約1年間、スポーツ好きでマルセイユ出身
のフランス人の友人（それ同時に私のスペイン語やヨーロッパ
の文化についての先生的な役割をしてくれていて、今でも連絡
を取っています）と通っていました。また、縁があっての別の友
人（彼はブラジル人で今はUABの学生としてメディア関係を学
んでいます）のサッカーチームに誘われ、UAB内のリーグ戦に
参加していました。本場のサッカーを少し味わうことができた
良い経験だと思っています。それと同時に、どれだけバルセロ
ナでサッカーが普及しているのかということを実感しました。

私はUABの翻訳通訳学部というところで授業を受けていま
した。前期は3つの授業を受講していました。スペイン語によ
るカタルーニャ州の歴史や政治についての授業、スペイン語の

授業、そして英語による米英の文化・政治の授業です。これら
の授業は週に2回ありました、このような形態をとる授業がと
ても多かったです。各授業でプレゼンテーションを少なくとも
1度は行いました。スペイン語の授業はレベル別に分けられて
いました。私は1番下のレベルのクラスにいたので、留学早々、
留学前にスペイン語を学習しておくべきだったなと感じた記憶
があります。唯一私がここで受講した英語の授業ですが、この
授業が私の留学生活で最も印象的な授業です。周りの英語の
レベルがあまりにも高く驚かされたからです（と同時にこれが
ヨーロッパの基準かと考えました）。辛いこともありましたが、
言語力を論理的に話すことで補うことができることを実感する
ことができた授業です。

後期の授業は4つ、国際政治、ロシア語、留学生向けのスペ
イン語、そして現地学生向けのスペイン語概論、これらを受講
していました。すべてスペイン語による授業でした。授業で求
められていたスペイン語の水準が非常に高く、自分のスペイン
語能力のレベルを思い知った授業でした。外国の外国語学習が
どのようなものか興味があり、ほぼ初心者の状態でロシア語の
授業に参加していました。ロシア語とスペイン語は少し似てい
るところがあると感じました。

授業を通じて多くの学生と知り合い、交流することができま
した。そのおかげで、スペイン語を話す機会に非常に恵まれ、
スペイン語力を向上させることに大いに貢献しました。

週末や祝日を使ってヨーロッパでの生活を楽しむこともでき
ました。私は月曜日から木曜日まで授業があり、金曜日は全休
でした。そのため、木曜日の夜には友人に誘われディスコに
行ったり、週末にディスコへ行ったりしていました。バルセロ
ナではディスコに行く人はなかなか多かったです。リストと
呼ばれるものがあり、夜の1時までにディスコへ入場すれば無
料、というものがありました。このようなシステムもディスコ
に多くの人が訪れる要因でしょう。また、観光客も多く訪れて
います。街を歩くたびに新しいことを発見します。歴史のある
建物、自然豊かな公園や様々なレストランなど、様々でした。
新年の夜は朝の7時までディスコで友達と盛り上がって、朝の
10時帰宅するなど、今まで経験したことの無い新年を過ごすこ
とができました。

ヨーロッパ人の人たちには、アジア人を見ただけで中国人と
言ってくるような人もいます。バルセロナでもそれは同じこと
で、大学内でも街を歩いていてもそのように言われたりもしま
した。バルセロナの人々は、「自分たちはスペイン人ではなくカ
タルーニャ人である（カタルーニャ州の人々はスペインからの
独立を訴えています）」と主張しているにもかかわらず、アジア
人を一括りにしてしまうような態度には失望しました。それと
同時に、自分もそのような態度を取ってしまうことはないか、
といった自分の言動を振り返る良い機会でもありました。

1年間の留学を通じて、自分の無能さを実感しました。留学
前にもっとスペイン語や英語を学習することができたのではな
いか、専門知識をもっと身に着けることができたのではない
か、など「もっとこうすればよかった」といったような点に多く
気付かされました。しかし、1年間「不自由な生活」、つまり日本
から離れていろいろな制約のある国で生活したことで、自分が
本当に何に興味があるのか、将来自分がどのような事をしたい
のか、と自分のこれからの人生を考えるうえで重要な経験にな
りました。スペイン語も上達しました。これからの自分の人生
で関わっていきたいような友人もできました。外国人としての
気持ちを感じることができました。これからは、新たな目標と
共に残り少ない金沢大学での学生生活を充実させていきます。
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スペイン

サンティアゴ・デ・コンポステーラ大学
人間社会学域国際学類　林野　加奈

皆さんはスペインと聞いて何を想像するだろうか。情熱の
国？太陽の国？フラメンコ？闘牛？パエリア？スペイン北西部
ガリシア地方には上記したものは一つもない。あるのは真逆の
環境だ。シャイな人々、雨がちで苔むした聖堂、色濃く残るケ
ルトの雰囲気、闘牛士のかわりに羊飼いや牛飼いがおり、タコ
を食す。ガリシアはまるで別の国である。

私のサンティアゴ・デ・コンポステラ（以下、サンティアゴ
と表記）行きが決定したのは2013年の5月末。出発が9月であ
ることを考えると随分と遅い決定であった。ゆえに渡航準備は
随分と慌ただしいものであったし、金沢大学からサンティアゴ
に行くのは私が初めてであったために手続きも幾分か難航し
た。今後サンティアゴへの留学を視野に入れる学生のためにで
きるかぎりの手助けをしたいと思う次第である。したがって今
から、手続き・授業・事前学習の3つの点についてお話ししよ
うと思う。

<手続き>
渡航前に行うことは以下4点。

1. 担当教員と留学コーディネーターのサインを取得
2. 履修する授業の決定
3. ビザの申請
4. 住居の確保

1：他の派遣留学生と同様。
2：渡航後に変更可能なのでそのとき興味関心のある授業を選
択すればよい。入学許可証上ではおそらく文学部所属になると
思われるが、履修したい授業が別の学部のものであれば所属学
部の変更も可能であったし、所属学部以外の授業も履修可能で
あった。日本から申請する時点ではさほど深く考える必要はな
さそうである。しかし大学のホームページやシラバスの見方が
若干見づらいので、どのような授業があるか全体をざっくりと
把握していたほうがよいだろう。
3：スペインの学生ビザは渡航期間にもよるが、申請から1か
月～3か月ほどかかるといわれているので入学許可証が届いた
らできるだけ早めに東京の大使館へ行って申請するほうがよ
い。日本で仮ビザを受け取ったあと、現地の警察署でもう一度

申請をして正式な学生ビザ（Tarjeta de estudiante）を手に入
れることになる。
4：選択肢としては、学生寮・ホームステイ・シェアハウスの
3つがある。残念ながら私は学生寮の申込期間内に入学許可証
が届かなかったので、現地でシェアハウスを探すことになった
のだが、これから留学を考える皆さんにはまず学生寮かホーム
ステイかを選択して現地での滞在先を確定することを是非おす
すめする。滞在場所が確定していないとビザの申請に手間取る
ことになる。現地での生活に慣れたら、新たにシェアハウスを
探すのも一つの方法だろう。なお、部屋の貸し出し情報は大学
ホームページの掲示板か、町中の電柱の広告で得られる。自分
で大家に電話をかけて直接見に行き交渉するので、語学力の上
達をはかるのにもいいかもしれない。ちなみにキャンパスは町
中3か所に点在しており、小さな町なのでどこに住んでも一応
徒歩圏内で通学することができる。

<授業>
サンティアゴ・デ・コンポステラ大学に留学生向けの授業は

用意されていない。あえて挙げれば文学部の授業は留学生の割
合が多いと聞いた。なので、学部の授業を受けたければ現地の
学生と同じものを受けることになる。交渉次第では、先生に
よっては課題や試験時に配慮してくれることもあったが、基本
的には皆と同じことをこなさなければならないので努力が必要
である。学内には言語コースも用意されているが、週2回しか
授業がないので、語学の授業を受けたければ別に語学学校に通
うのが得策かと思う。いわゆるスペイン語のほかに現地の公用
語であるガリシア語で行われる授業もあるので、履修時には注
意が必要である。

<事前学習>
現地の学生と同じ授業をとらなければならないのに加えて、

町中では英語がほとんど通じないので、スペイン語の勉強は言
うまでもなく渡航前からしていった方が良い。それとは別に、
私からお伝えしたいことがある。

ガリシア地方は日本のガイドブックではあまり取り上げられ
ることもないので馴染のない方も多いだろうが、かのフランコ
の出生地である。そして、キリスト教徒にとってサンティアゴ
というのは極めて重要な場所である。サンティアゴに行った
ら、町中の至るところで巡礼者であるキリスト教徒らを見かけ
ることだろう。何も知らなければ特に気にならないかもしれな
い。しかしそれでは、ガリシアは何もないつまらない土地だと
感じてしまうだろう。ガリシアには、冒頭述べたようなフラメ
ンコも闘牛もない。だが、期待外れだと留学先から除外する前
に、ぜひガリシアの歴史や文化を調べてみてほしい。知ってか
ら行ってみると興味がどんどん湧いて出ると思う。好奇心があ
ると人に聞く、町の人と会話が生まれる。サンティアゴに限ら
ず、留学先の土地のことを知ってから行くことは決して無駄な
ことではないはずだ。そして、サンティアゴ以外のスペインの
大学に留学を考えている人。サンティアゴに留学に行かなくて
も、サンティアゴ巡礼は留学中に一度挑戦してみてほしい。昔
の人々と同じ道を歩き、様々な人に出会う巡礼はキリスト教徒
でなくてもきっと何か考えることはあるはずである。

最後に、スペイン語の学習に役立つホームページをお伝えし
て終わりにしたいと思う。渡航先の情報収集に、またスペイン
語学習に役立たせていただければ幸いである。
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Española e Instituto Cervantes:
http://www.practicaespanol.com/

スペイン

サラマンカ大学
人間社会学域国際学類　須藤　久貴

私は2014年の2月から7月までの約5か月間、スペインのサ
ラマンカ大学へ留学していました。留学前の準備からサラマン
カの街の様子、それから向こうでの授業などのことについて、
大まかにですが報告させていただきます。

留学準備
まず留学が決まってから行ったのは、住む場所と受ける授業

を決めることでした。まだそれほどスペイン語に慣れていない
状態でしたので、送られてくるスペイン語の資料を読むことだ
けでも大変だったことを覚えています。スペイン語の先生に助
けてもらって、どうにか向こうと連絡を取り合って少しずつ決
めていきました。私は慣れない土地で一人暮らしすることに抵
抗があったので、食事とルームクリーニングがついた寮に入り
ました。それから、おそらくスペインに留学した他の人も体験
したことだと思いますが、ビザの取得が非常に煩雑で苦労しま
した。結局ビザは出国ギリギリで取得することができ、前もっ
てもっとちゃんと調べて早めに行動すべきだったと後悔しまし
た。

授業
サラマンカに着いてまずぶつかった壁が、授業の選択です。

日本である程度は取りたい授業を決めて行ったのですが、実際
に受けてみるとあまりに高い語学力を必要とする授業で、変更
せざるを得ませんでした。授業選択に関しては、インターナ
ショナルコーディネーターと呼ばれる、留学生の授業選択の相
談に乗ってくださる教授がいらっしゃるので、早めに相談して
授業をとることをお勧めします。私はいつまでも一人で頑張ろ
うとしてしまったせいで余計な時間をかけてしまいました。授
業は経済学と歴史と人的資本をとりましたが、どれもはじめは
着いていくのが精いっぱいどころか、何もわからない状況でし
た。特に人的資本の授業は、週に一回ネイティブのスペイン人
たちや南米からの留学生たちとグループディスカッションの時
間やレポートの提出があり、本当に心を折られる毎日でした。
しかし毎週できる限り完璧に予習し、重要なポイントも自分が
ディスカッションで言いたい意見もすべてメモして授業に臨む
うちに、段々と授業についていくことができるようになりまし
た。

また普通の大学の講義とは別に、語学学校にも通っていまし
た。サラマンカの語学学校ではテストによってレベル別に細か
く分けられ、いろいろな国の人たちと一緒にスペイン語を学ん
でいました。授業は朝の9時からスペインの正午である昼の2
時まであります。そのため私は、午前中は語学学校で4時間の
授業、午後は大学の講義、という生活を送っていました。毎日
朝早く起きて授業に向かうのは大変でしたが、慣れてしまえば
楽なもので、面白い先生たちの毎日の授業が楽しみでした。

サラマンカの街
サラマンカの旧市街は世界遺産に登録されており、歴史ある

大学を中心とした美しい建物が並ぶ街です。1218年に創設さ

れた大学は、ヨーロッパでは3番目に、スペインでは最も古い
歴史を持ちます。ヨーロッパをはじめ、アジア、アフリカ、南
北アメリカからも多くの学生が留学に来ており、街を歩く人々
がどこの国の人なのかわからないほどです。私もたくさんの友
達ができ、彼らと自分の国々について語るのはとても楽しかっ
たです。ちなみに私の寮でのルームメイトはペルー人で、生ま
れて初めて南米の人と出会い、5か月を共にしました。

サラマンカの街自体は比較的小さな町で、バスの交通網が発
達しており、物価も安めなので不便なく生活できると思いま
す。また治安が非常に良く、夜中に一人で出歩いても特に問題
ないほどです。多くの学生が集まるので、市街の中心では毎晩
にぎやかに騒ぐ声が絶えません。ですが、少し外れれば、静か
で落ち着きのある街でもあります。ただサラマンカの人は少々
閉鎖的なので、陽気なスペイン人を想像して行くと肩透かしを
食らったような気になるかもしれません。

生活
先ほども述べましたが、私は大学の寮で生活していました。

食事も寮の食堂で食べ、ルームクリーニングのサービスもあ
り、Wi-Fiも自由に使えていたのでインターネットにも問題は
ないという、至れり尽くせりの環境でした。食費込で一か月
500ユーロほどなので若干高めではありましたが、快適な寮生
活だったと思います。私は2月からのスタートだったのでずっ
と寮生活でしたが、もっと前から留学している人たちは早いう
ちに寮を出て、ピソと呼ばれる、何人かで一緒に住むアパート
に住んでいました。家賃としてはピソの方が大分安いので、慣
れてきたなそちらに移ることをお勧めします。自分でご飯を作
ることになるので、スーパーなども利用して、よりサラマンカ
に密着した生活を送れることでしょう。

また私は中学・高校と剣道を続けていたので、現地の剣道
サークルに混じって練習に参加しました。他のメンバーはみん
なスペイン人なのですが、初心者が多かったので、練習しなが
らコーチのようなこともさせてもらいました。スペイン語で指
導するのは難しかったですが、いい経験でした。

アドバイスなど
全てにおいてできる限りの準備をしておくべきです。語学
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力、家賃を含め留学中に大体いくらの資金が必要なのか、授業
はどうやって取るのか…留学前に全て調べたうえで、留学を希
望するくらいでちょうどいいと思いました。私はそれを怠った
ために、後からいろいろと問題が浮上してきました。海外なの
で時間もお金もかかる方法ですが、留学前に自分が住むことに
なる街を訪れてみるのもいいと思います。せっかくの留学なの
で後悔しないようにしましょう。

留学して
サラマンカで半年弱生活し、スペインの色々な街を訪れ、そ

の他にドイツのミュンヘン、マルタ島、ポルトガル、それから
南米のペルーに旅行に行きました。今まで見たこともない文
化、社会、街、人々と接して私は大きく視野を広げることがで
きました。それと共に、私は日本が大好きであり、日本人であ
ることを心から誇りに思っていることに気づきました。それに
気づいたことが、今回の留学で最も大きな変化だと思っていま
す。自分がこれから進んでいく方向にも大きな影響がありまし
た。

異文化の中に飛び込んでこそ、得られるものもあります。留
学に行く前と比べ、自分の価値観にここまで変化が起きるとは
思っていませんでした。お世話になった方々には本当に感謝申
し上げます。サラマンカに興味を持った方がいれば、気軽に相
談に来てください。少しでも、次に続く人たちにとってプラス
になれば幸いです。

イギリス

シェフィールド大学
人間社会学域人文学類　柳原　理沙

「ハリーポッターの国でイギリス文学を勉強したい。」子ども
の頃からの夢がついに叶ったのです。イギリス、サウスヨーク
シャーののどかな都市、シェフィールドにあるシェフィールド
大学で、約1年間の留学生活を送りました。一言で言うと信じ
られないくらい幸せな一年間でした。金髪碧眼のボーイフレン
ドが出来ただとか、毎晩パーティーで騒いだとか、そういう楽
しさ、幸福感ではなく、大好きな文学をめいっぱい出来る環境
に身を置くことができたこと、時間があり資料があり文学を語
る人がいることが、とても幸せなことだと思えました。贅沢な
時間だったと思っています。

留学を志したときに先生や留学経験のある先輩に聞いて役に
たったこと、後輩へのアドバイスについて書くことになってい
るので、2つほど思うところを挙げます。

第一に、出発前に留学の目的を具体的にすることが必要不可
欠だということです。同じシェフィールド大学に留学してい
た先輩が、私にそう話してくれました。留学を考え始めた頃
と、出発間近を比べると、自分の持っている情報量に差があり
ます。より現実的に「留学に行って何をしようか」と考え始め
るのです。それに伴ってやりたいことだけでなくやらなけれ
ばならないことも考え直す必要があります。先輩いわく、目
標を「出国前に」具体的に固めることが重要だそうです。多く
の場合、留学先の大学の授業が始まる少し前に入国し、イギリ
スならロンドンだの、マンチェスターだの、留学生は旅行をす
るでしょう。（早速他の国に行く人も！）新学期前にはオリエ
ンテーションがあります。シェフィールド大学には1週間に渡
るOrientation Week が存在しました。シェフィールド近郊
の観光地へ日帰り旅行に行ったり、夜にクラブへ踊りに行った

り、遊び慣れていなかった私は熱を出しました。そんな調子で
遊びに遊びます。毎日新しいものに出会い、心がふらふらと動
きます。そして自分が「何のために留学をしているのか」を忘
れてしまう。そのまま時間がたつ。何をしてきたのかなあと後
悔する。このことに注意してほしいとアドバイスをもらいまし
た。実際に、派遣留学中に先輩のこの言葉を何度も思い出しま
した。そのおかげもあってか、大切な目標の一つは達成できた
ように思います。

第二に、最初は「イギリス語」が分からなくても気にしない。
ということです。イギリス英語とアメリカ英語は違います。同
じものを指す単語が違い、発音が違い、単語のスペルが違いま
す。留学が始まった頃は毎日ショックの連続でした。聞き取れ
ない、話せない。私は英語が得意なんじゃなかったの？中学生
から英語やってましただなんて言えない。むしろこの人たちが
話しているのは英語なの？「最初はできないものなのだ。」とい
うことを頭に入れておくと、ショックも和らぐかと思います。
実際には前もってそうだと知っていてもかなり気持ちが沈むの
ですが、まったく知らないよりは良いのでしょう。

以上二点が、大変ためになった、留学経験者の先輩方からの
アドバイスです。

私から留学を目指すみなさんへのアドバイスということです
が、特にイギリス留学を目指す方は、会話をできるだけ続けら
れるようにしたらよいのではないかと思います。私の抱いてい
たイメージと異なるのですが、どうやらイギリス人はお喋りが
好き、というより「会話」をマナーであると見ているようです。
近くにいるのに話をしない、話しかけても会話が続かない、こ
のような対応は「あなたには興味がない。あなたといてもつま
らない」というメッセージとなって相手に伝わってしまうよう
です。まして大人しいと言われる日本人ですから、お喋りでな
いかと思うくらい積極的に話し続けたほうが、友人も多くでき
るのではないかと思います。友人が多いほうが圧倒的に話す力
が伸びます。

どこの国に留学するとしても、大切だと思うのが「迷ったら
面倒なほう、大変なほうを選ぶ」ことです。楽なエッセイテーマ
と難しそうなエッセイテーマがあれば後者を選べばよいし、ア
ジア人相手にゆっくり話してくれて穏やかな子と早口だし我が
強い子がいたらディスカッションの相手には後者を選べばよい
し、ケチャップと正体不明のソースがあればフィッシュアンド
チップスには後者を掛ければよいのではないのでしょうか。面
倒なこと、苦労したことを達成できると感動します。自信にな
ります。よく記憶に残ります。いろいろ考えあわせると苦労し
たほうが良いように思えます。
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最後になりますが、先輩が私に話してくれたのと同じよう
に、留学に行きたい、この国に行きたい、これを学びたい、と
いうことをいつでも強く持っていてください。私が派遣留学
に応募したとき、シェフィールド大学は学内でもなかなか人気
があったようです。英語の力はどうであったのか分かりませ
んでしたが、シェフィールドで学びたい気持ちは応募者の中で
一番だといつも思っていました。「絶対この中で私が一番シェ
フィールドに行きたいと思ってる。だから私は行けるんだ。」
ずっとそう思ってきましたし、人にも言ってきました。今もそ
う思っています。

人間社会学域国際学類　伊藤　萌梨
こんにちは、国際学類の伊藤萌梨です。私は、2013年8月

から2014年6月までの約10か月間、イギリスのシェフィール
ド大学に留学しました。私が留学を通して経験したことについ
て、勉強面、生活面に分けて報告したいと思います。

【勉強面】
まず、留学中の勉強面に関してお話ししたいと思います。留

学生は、いくつかの例外を除いて、どんな学部・学年の授業も
自由に履修することができます。だいたい一学期間にとる授業

（科目）は3~4つです。ひとつの授業が60分×週2で開講され
ており、そういった授業のほとんどが、1コマは講義式、もう1
コマはディスカッション式で進められます。ですので、一週間
の授業自体は、たったの6~8コマしかありません。しかし、ど
の授業も予習の量が本当に多いです。各授業、参考文献をおよ
そ30~100ページくらい読んでくるように言われます。つまり
週100~300ページくらいは予習として読むのが基本で、その
上に中間期末エッセイ、テスト勉強などもあるので、本当に苦
労しました。（この量がたいしたことないと思う人もいるかも
しれませんが、私にとっては膨大な量に思えたのです…。）シェ
フィールド大学の図書館は24時間なので、私はほぼ毎日図書館
で夜中まで勉強しました。もちろん、まあ読んでいかなくても
いいや、と諦めてしまうのは簡単です。しかし、最初は追いつか
なくても、ここで諦めず予習を続けていくと、だんだんと量を
読むことが苦ではなくなっていくと同時に、知識もつくので、
ディスカッションの場での発言にも繋がっていきます。実際の
授業については、私は、政治学・経済学・社会学など幅広く授
業を履修しましたが、どれも日本とは違った視点を得られるの
で本当に楽しかったです。ただ最初のうちは、何について話し

ているのかさっぱりわかりませんでした。特にディスカッショ
ンでは、白熱した現地学生の間で飛び交う英語のとてつもない
スピードに驚愕しました。しかし、「あ、無理や…。」と思ってし
まわず、前向きな姿勢を崩さなければ、大丈夫です。私自身も
行ったばかりの頃は「とりあえず何についてディスカッション
しているか理解しよう」という目標だったのが、いつの間にか

「今日は1回でも発言しよう」「今日は3回…！」という目標に変
わっていったのを覚えています。

留学中、勉強面で欠かせないのは、諦めない心です。やらな
くてもそのまま過ぎていける環境だとしても、「これは自分に
与えられたチャンスだ！」くらいの気持ちで真剣に取り組めば、
確実に自分の力になっていきます。まずは学ぶ姿勢を忘れずに
頑張ってください！

【生活面】
私は、大学寮に住んでいましたが、大学もスーパーも近く、

治安も良くて、基本的に生活に困ることはありませんでした。
生活用品も、選ばなければなんでも手に入ります。しかしやは
り質がよくなかったり、日本より種類が少なかったりするもの
も多いので、事前にインターネットで調べたり、先輩に聞いた
りして、自分に必要だと思うものは日本から持っていくのが良
いと思います。

寮の生活についてですが、私はフラットメイト5人とキッチ
ンを共有していました。フラットメイトとは、一緒にフラット
パーティーを開いたり、映画に行ったり、ハイキングに出かけ
たりしました。日本での一人暮らしと違い、帰ったら誰かがい
てくれる環境というのは心強くて本当に良いものだなあと思い
ました。しかし、やはり日本人のキレイの標準は高く、最初は
キッチンを使った後を見て、「き…汚い…！」と思うことも多く
ありました。住んでいるうちにだんだん慣れてくるだろうと思
いますが、ある程度許容範囲を広くもって共同生活に臨むこと
は大切だと思います。

そして最後に、私が参加していたJapan Societyについてで
す。これは日本に興味のあるイギリス人や日本人留学生が参加
するサークルみたいなもので、私も多くの友達をここで得る
ことができました。週一の語学交流の他に、ハロウィンパー
ティーや、チャリティーイベント、バーベキューといった様々
な活動がありました。「あまり日本人と関わりたくないから」と
いう理由でこのSocietyに参加しない日本人留学生も何人かい
ましたが、私は現地で出会った日本人から学び吸収し、彼らと
刺激し合い励まし合えたことも本当に良かったと思っていま
す。留学は語学の向上も大事な目標ですが、それだけでは寂し
いものになってしまうと思います。現地での日本人との出会い
も、自分を成長させるいい機会として大切にしてほしいです。
もちろんここでは、現地の学生との交流もでき、本当によい出
会いもありました。行って間もない頃、私は語学力を伸ばすこ
とに必死で、「イギリス人」と話したい、と心のどこかで考えて
いたように思います。しかし、自分自身も日本人としてしか見
られないことがあって思ったのですが、英語を話せるイギリス
人だから、という理由だけで話したい！と思っていても、なか
なか一歩踏み込んだ友達になれません。この子がこんな子だか
らもっと仲良くなりたい！という気持ちでいたら（日本で友達
を作るときと同じですよね。）本当に言語の壁を越えて、大切に
思える友達ができると思います。頑張ってください！

【最後に】
上に書いたことは、私が留学中に体験したことや考えたこと
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ですが、もちろん十人十色の留学があっていいと思います。自
分の留学を有意義にするために、自分にとって大切な目標を
でっかく紙に書いて部屋に貼るなりして、絶対に忘れないよう
にしてください。そしてその目標を達成するために努力をし続
け、1年を全力で駆け抜けてください！また、私も、これから
留学に行く方の力にぜひなりたいと思っているので、なんでも
聞いてください。

最後に、留学は決して一人の力で行けるものではありませ
ん。私自身も、アドバイスをたくさん下さった国際学類の先生
方、先輩方、そして支えてくれた家族、友達に本当に感謝の気
持ちでいっぱいです。これから留学に行く方は、周りのたくさ
んの人の支えがあって、自分の留学が成り立っていることをぜ
ひ忘れないようにし、何よりも、元気に頑張ってください！

ロシア

カザン連邦大学
人間社会学域法学類　浅谷　朱音

ロシアが大好き。私のロシア留学の動機はざっくり言うとこ
れだけです。昔からロシア音楽には興味をもっていましたが、
大学に入ってからロシア語を学び、ロシア人と友達になってい
くうちにさらにロシアが好きになりました。そしてあるとき、
ロシアにどうしても行きたくていてもたってもいられなくな
り、留学することに決めました。

＜タタールスタン共和国と首都カザンについて＞
金沢大学と交換留学協定を結んでいるカザン大学は、モスク

ワから800キロ離れたところにあるタタールスタン共和国にあ
ります。その首都カザンは、タタール人とロシア人、イスラム
教とキリスト教が平和的に共存している、穏やかで治安の良い
街です。公共施設にはロシア語とタタール語（とたまに英語）が
併記されていたり、モスクとロシア正教の建物が並んで建って
いたりと、おもしろい風景があります。

＜学校生活＞
学校生活ははじめのうちは苦難の連続でした。はじめになに

をすればいいのか、そしてそのあとなにをすればいいのかなど
書いてあるマニュアルはなく、小出しにされる情報や他の留学
生の情報を頼りになんとかやっていくしかありません。だいた
いのことは他の留学生たちの後について行えばなんとかなりま
すが、留学生の情報が間違っていたりそれぞれ制度が違って
いたりするので、やはり大学の国際関係課に聞くのが一番で
す。ロシア語がよく話せないうちは、聞きたいことを紙に書い
てもっていくことで対処していました。必要な書類があるとき
は、その書類を写真にとってそれを見せながらこれがほしいの
だと説明していました。どうしてもわからないときは人に頼る
しかありませんが、なんとかなりそうなことはこのように自分
で解決していくことでより実践的なロシア語の能力がついたと
思います。国際関係課でビザの登録などが終わった後は、言
語・芸術学部がある建物に移動し、自分がどのクラスに入るの
かを聞き、その授業を受けます。ヨーロッパのクラス、中国のク
ラス、韓国のクラスがあり、そのなかでレベルごとに分けられ
ます。おそらくはじめはヨーロッパの初級クラスに入れられま
す。レベルが合わない場合は先生に言えば、他のクラスに変え
てもらえます。クラスによって授業の内容も数も違います。わ
たしは最終的にヨーロッパ・韓国・中国、すべてのクラスを制

覇しました。先生は基本的に優しくておもしろいですが、厳し
い先生もいるので宿題はしっかりとやらなければいけません。

日ごろから勉強をがんばっていれば、カザン市の留学生が参
加するロシア語オリンピックにカザン大学代表として出場でき
ます。私はこれに運よく出場でき、審査員特別賞を受賞しまし
た。また、希望者はロシア語検定試験（ТРКИ）を大学で受験
することができるのでぜひ挑戦してみてください。私は留学の
最後に受けて第二レベル（B2－C1レベル）に合格することがで
きました。難しい試験ですが、10ヶ月きちんと勉強すれば受か
ります。

＜日常生活・旅行＞
私ははじめは寮に住んでいました。その寮はロシアで一番

良いといわれるくらい設備の整った寮でしたが、3人のルーム
メイトとどうしても合わず2ヶ月で退寮しました。そのあとア
パートを借り、一人暮らしを満喫していましたが、隣人が危険な
人だとわかり、一週間でアパートを出ることになりました。住む
ところがなく困っていたら、友人のダーシャがうちで一緒にす
まないか、と提案してくれ、留学の最後まで彼女の家で彼女の
両親と一緒に暮らしました。ホームステイで得たものは大きく、
一緒に料理をつくったりテレビをみたり、いちご狩りにいった
り、バーニャ（サウナ）に入ったりなどたくさんの思い出ができ
ました。親友もたくさんでき、いっしょにバイオリンを弾いた
り、森へ行ったり、バレエやオペラを見に行ったりと夢のような
休日を過ごしました。ちなみに、ロシアではレベルの高いバレ
エやオペラをとても安くみることができます（大体500ルーブ
ル＝1500円以下）。カザンの劇場で踊る日本人バレリーナとも
友達になり、月に何回かは観劇しにいっていました。週に1回は
日本センターで日本語教師のバイトもしていました。こんな感
じで、授業がある日もとても充実していました。休暇中はよく
一人旅をしました。行ったところはモスクワ、サンクトペテル
ブルグ、ニジニーノブゴロド、ニジニカムスクなどで、ソチオ
リンピックも見に行きました。旅行をするたびに、チケットや
ホテルの手配など全部自分でしなければいけないので、いやで
もロシア語が使えるようになりました。ロシアは都市によって
特色が全く違うので、旅行はいつも新鮮でどの旅行先にもたく
さんの思い出があります。また行く先々では日本人の通訳の方
やビジネスマンやジャーナリスト、研究者の方にお会いし、と
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ても刺激を受け、私もまだまだがんばらなければならないとモ
チベーションをあげることができました。ロシアは日本に比べ
て格段に交通費が安くて旅行しやすいので、留学中にどんどん
旅行してみてください！きっといい出会いがあります。

＜最後に＞
この10ヶ月間は私の半生のなかで、もっとも充実し、刺激

にあふれたものになりました。ロシアに留学して本当に良かっ
たと心から思います。ここには辛かったこと大変だったことな
どを書きましたが、その問題のさなかにいるときはどうやって
解決してやろうかとあせりつつもなぜかワクワクしている自分
がいました。ロシアは不思議な国で、嫌なことがあっても友達
と遊んだり、良い芸術に触れたりしているうちにすぐに忘れて
しまいます。それだけロシアの人々は家族のように温かく、芸
術はすばらしいものです。良くも悪くも日本でありえないこと
がロシアでは起こります。それを楽しめるかどうかが留学成功
のカギだと思います。まだまだ書き足りないことがたくさんあ
るので、ロシア留学に興味をもった方はぜひ連絡してください
ね。

アメリカ

ニューヨーク州立大学ニューポルツ校
人間社会学域国際学類　堀川　莉奈

2013年8月から約9か月間、アメリカのニューヨーク州立
大学ニューポルツ校に留学してきました。留学中は、辛いこと
もたくさんありましたが、毎日が新鮮で楽しくて、1度も「日本
に帰りたい」なんて思うことはありませんでした。ニューポル
ツに留学してよかったと心から思っています。そんなニューポ
ルツ校はどんなところなのか、留学中の内容を中心にご紹介し
たいと思います。

【ニューポルツってどんなところ？】
ニューヨークと聞くと、高層ビルが立ち並ぶキラキラした街

を思い浮かべると思いますが、ニューポルツは、そんなイメー
ジとはかけ離れた小さな田舎村です。タイムズスクエアなどが
あるニューヨークシティからバスで90分北に行ったところに
ある、自然に囲まれ、運が良ければ野生の鹿やビーバーなどに
も出会えるような場所です。治安も良く、街を歩くと近所の人
たちがにっこりHello!と声をかけてくれます。そんなのんびり
とした場所で生活しながらも、週末にはすぐに文化の中心であ

るニューヨークシティに足を運べるというすてきな場所です。

【どんな学校？】
ニューヨーク州立大学ニューポルツ校は総合大学なので様々

な授業があり、金沢大学と同じような文学、経済、国際関係な
どはもちろん、音楽や演劇、美術といった授業もあり、金沢大
学で学ぶことのできないことが学べます。演劇の授業では、実
際にブロードウェイで活躍する講師に教わったり、国際関係の
授業では国連を訪れたりと、ニューヨークならではの授業も多
くあります。大きな舞台や、プラネタリウム、ジムといった設
備もしっかり整っており、ジムは無料で使えるので、アメリカ
ンな食事を食べ過ぎても大丈夫です。さらに、様々な人種の集
まるニューヨークシティに近いということもあって、生徒たち
も出身国は様々でアメリカにいながらもさまざまな文化が学べ
ます。

【ESLプログラム】
学校に提出したスコアがTOEFL 80、IELTS6.5以下の場合、

学校に入ってすぐにESLのレベル分けテストがあります。私は、
前期は一番上のレベル4でESLとアカデミックのクラスの両方
を取り、後期ではESLを卒業してアカデミックのクラスだけを
取りました。ESLでは、同じレベルの留学生たちが集まるので
友達も作りやすかったですし、週に一回Conversation Table
という会を開いてくれたり、Conversation Partnerもつけて
くれたりで、英会話の力が伸ばすのにとっても役に立ちまし
た。さらに、英語だけでなくアメリカの文化も学べるようにハ
ロウィンパーティーやサンクスギビングパーティーも開かれ、
ニューヨークシティや大きなアウトレットモールに安く行ける
バストリップも企画してくれています。なので、初めは「ESLを
とらなきゃいけないのか…アカデミックの授業をもっととりた
かったのに…」という気持ちもありましたが、ESLに入れてむし
ろよかったと思います。

【授業、勉強】
留学生は授業の申請が遅いので、取ろうと思っていた授業が

定員オーバーや、レベルが高すぎるということで、何度も調べ
直して大変でした。ホームページにかいてある定員やレベルま
でしっかり確認したり、先輩たちにどんな授業か聞いておくと
いいと思います。アカデミックの授業は日本と違って、ひとつ
の授業が週に2～3回あるものがほとんどです。なので、課題
をする期間も短く、さらに量も多く、しかも英語となると、こな
していくのがとっても大変でした。毎日、寮のスタディールー
ムにこもり、ルームメイトや友達にも助けてもらいました。先
生のオフィスアワーやチューター制度も利用するとさらに効率
よくできると思います。また授業中は、グループ活動も多く迷
惑をかけないかと不安になることも多かったですが、他人のこ
とは気にしない学生も多いので、間違っても責められるよう 
なことはないですし、がんばって発言してみるといいと思いま
す。アカデミックのクラスでは日本人は少ないので、「日本では
どう？」と聞かれ困ることも多かったので、日本の知識も大切
だと思いました。

【寮、生活】
寮は、8人でひとつのスイートに2人部屋が4つある部屋で

した。寮はすべて学校の敷地内にあります。寮で生活する人は
ミールプランに入り、学校のビュッフェを1日何度も楽しむこ
とができたり、学校の売店（ファーストフード店、スターバック
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ス、寿司屋など）で食べ物をゲットできたりもします。ビュッ
フェでは、好きなものを好きなだけ食べることができ、野菜は
もちろんありますが、ピザやハンバーガー、フライドポテト、
アイスが特においしいく、ついつい食べ過ぎてしまうので要注
意です。寮内には、キッチン、ランドリールーム、スタディー
ルームなどもちゃんとあるので、毎日学校の敷地内生活するこ
とができ、遊びに行く以外はほとんどお金を使いませんでし
た。さらに私は、West East Language Communityという
アジアの学生とアジアに興味のあるアメリカ人学生で一緒に暮
らしながら学ぶというコミュニティに所属して、互いの文化を
教え合いながら生活していました。料理を一緒にしたり、カラ
オケに行ったりもして、コミュニティでの生活はとっても楽し
かったです。

【クラブ活動】
クラブ活動も盛んで、スポーツ系や文化系など様々なものが

あります。しかし、スポーツ系のクラブは入部試験があるもの
がほとんどでした。文化系のサークルも人種ごとに分かれてい
るものが多く、ラテン系、アジア系などで集まっているような
イメージでした。そのためアジア系や留学生が多く集まるクラ
ブには入りやすく、私はJAM ASIA、International Student 
Union（ISU）のふたつに参加していました。ダンスをしたり、
ファッションショーをしたり、友達の輪も広がるので、クラブ
活動には積極的に参加するべきだと思います。

【最後に】
留学中は、日本でできないこと、今しかできないことにどん

どん挑戦していってほしいと思います。課題も多くて勉強もし
なきゃとなると思いますが、留学先で出会った人たちとの交友
関係も大切です。いろんな価値観を持つひとたちとの出会いは
本当におもしろいです。そこからしか得られないものもたくさ
んあると思います。クラブ活動、パーティなど、様々なところ
に足を運んで、充実した留学生活を送ってほしいと思います。

人間社会学域国際学類　南　奈津紀
皆が憧れるであろう、NEW YORK！に8月中旬から5月中

旬までの約9ヵ月間行って参りました。と言っても、みんな
が想像するようなネオン街は一切ない、New York州のNew 
Paltzという田舎町です。結論から言いますと、素敵な出会いに
溢れた有意義な留学生活でした。この冊子を手に取っていると
いうことは、今この稚拙な文章を読んでくれているあなたは少
なからず留学に興味があると思います。2年生のころの私もそ
うでした。そして当時の私は、ただ漠然と留学したいなー、正
直留学できればそんなに国にこだわりないんだけどなー、とふ
わふわした気持ちでいました。そんな私がなぜアメリカに、そ
してこのニューポルツという学校に留学しようと決めたか。同
じ悩みを抱えた人なら気になりませんか。

大きな理由としては、金沢大学で学んでいた中でFilm Study
に興味を持っていたこと、そして英語の教員免許を取ろうとし
ていたからです。学問としての映画の最先端を行くのがアメリ
カであり、また、私たちが今まで習ってきた英語はアメリカ英
語であったために、教員になった際にアメリカ英語に一番馴染
んでいることが良いと思った、というわけです。悩んでいた割
になかなかそれっぽい理由だな、と思われたことでしょう。こ
こだけの話、表向きは、です。（冊子になっている以上ここだけ
の話かどうかは分かりませんが。）本音を言えば、アメリカ留学

とかかっこよくない？とか、最初はそんなふしだらなものでし
た。そして、その決断に背中を押してくれたのがアドバイス教
員でした。留学したいけど英語圏ならどこでもいい～というよ
うな適当な私に、さすがは慣れてらっしゃる、あらゆる角度か
ら話題を振り、こういう分野に興味があるじゃないか、と気付
かせてくださいました。もし私のように行く先に迷い、またそ
の他のことで悩んでいるんだったら、誰かに話してみるのも手
です。自分の言葉で話していくうちに、自然と自分の中で整理
されることもあるじゃないですか。その点アドバイス教員は、
何人もの迷える留学仔羊を見てきたわけですから、何か得るも
のがあると思います。

行くと決めれば、すべきことは自然と絞れてくるはずです。
申し込みの締め切り・学内選考の日から逆算して、何をいつま
でに仕上げていく、ということを考えたり、それと並行して
TOEFL等のスコアを上げるための勉強をしたり。私事を言え
ば、スコアを上げるのに大変苦労しました。心配しなくても大
丈夫です、何もテストが鬼のように難しいわけではないです。
私がただ、お尻に火を付けられないと頑張れない、ぐうたら気
質であったために、テストを受ける時期が遅かったからなので
す。留学行こうかなあ、と考えているそこの君。早いうちからテ
ストを受けることをおすすめします。そしてもう一つやっかい
なのが、やはりお金のこと。このテストを受けるのにもとても
お金がかかる！（何回も受けていたらお金が空を飛んでいった
よ）留学行ってもお金がかかる！（生活費以外にも遊びに行っ
たり、美味しいもの食べたり色々と経験したいしね！）つまり、
今のうちから頑張ってお金を貯めときましょう。自分も達成感
あるし、親も喜ぶ、みんなハッピー。テストだって早い段階か
ら受けていれば、テストを受ける回数だって絞れて、それに向
けて勉強頑張れるし、私みたいに数うちゃ当たる！みたくお金
をかけなくてすむかもしれません。本当に何事も前々から準備
することに越したことはないです。

留学前の話はこれぐらいにします。次に留学中の話になりま
すが、留学中に新しく学んだこと、考えたことはたくさんあっ
たし、悩んだこともそれと同じぐらいありました。ですが、そ
れをここにだらだらと書くつもりはありません。新しく知る

（よく自分を成長させたい、とか考えを広げたいとか言います
よね。それの類です。）というのは、その地で自分がどんな経験
をして、そして今までどんなことを経験してきたか、で変わっ
てくる十人十色のものだと思います。そして自分で気づいて初
めて、成長できると思っています。要は、自分で考えなさい、
ということです。結局、留学で何してきたんだ！ということは
全く分からない私の駄文となりましたが、アメリカでどんなこ
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とを経験してきたかは、きっと同じ大学に行った友達：堀川が
書いてくれていると思うので、そちらで留学って素敵だな☆と
いうのを味わってください。

アメリカ

ニューヨーク州立大学バッファロー校
人間社会学域学校教育学類　若松祥太郎

私は2013年の8月から2014年の5月までニューヨーク州
立大学バッファロー校（以下UB）に留学させてもらいました。
たった9ヶ月の間でしたが、楽しさ、喜び、寂しさ、惨めさなど
にあふれた非常に濃い時間を過ごすことができました。今回、
この派遣留学報告書には私の留学までの経緯、UBでの生活、そ
して留学を通して感じたことや考えたことを紹介しようと思い
ます。少しでも留学に興味を持っている人の参考になれば幸い
です。

【留学までの経緯】
私が留学したいと思ったのは3年の夏です。それまでの私は

英語教育専修にいながら、海外へ行った経験がなく、英語も堪
能ではありませんでした。そんなとき、留学から帰ってきた先
輩の異文化体験や楽しかったことなどを聞いて、何か自分の中
で憧れや焦りのような感情が芽生えました。その後、教育実習
を経て自らの力不足を痛感し、何もしないまま教壇に立とうと
思っていたそれまでの自分に憤りを感じました。そして、英語
力をつけたい、教育学や言語学を学びたい、異文化に触れてみ
たいという思いから留学を決意しました。それからはひたすら
TOEFLの勉強。単語暗記、リスニング練習、ディクテーション
を友達から顔が死んでいると心配されるほど続けました。晴れ
て留学できると決まってからはビザ取得や書類提出などの準備
に追われますが、一つ一つ自分でこなしてしくうちに緊張感、
期待感が高まっていきました。私は4年後期からの留学となり
ましたが、何かに挑戦することに遅すぎるということはないと
思います。

【UBについて】
UBは五大湖の一つ、エリー湖の近くにあり、ナイアガラの

滝まで車で30分ほどの所にあります。皆さんが思い浮かべる
ニューヨークとは違って、すごく田舎です。キャンパスは2つ
あり、無料のシャトルバスが頻繁に行き来してします。この
シャトルバスでモールにも行けるので、生活に必要なものを手
に入れるのに困ることはありません。UBの大きな特徴の一つ
に、留学生の多さが挙げられます。（全学生の約15％）そのた
め、留学生に対するサポートが充実しています。
・授業

UBにはESLという留学生のための英語の授業があり、他にも
さまざまな授業が開かれています。初回の授業はガイダンスな
ので、興味のある授業を見つけたらまず出てみてから決めれば
いいと思います。私は後期にレベルの高い教育学と言語学の授
業を取ったので、非常に歯ごたえのある学期となりました。留
学中最もつらかった思い出の一つは後期にとったある教育学の
授業です。2時間40分ぶっ通しの授業のほとんどがディスカッ
ションで、毎回の課題も相当な量でした。私1人だけが留学生
で、ディスカッションでなかなか活躍できず、授業のあとはふ
がいなさで何度も泣きそうになりました。そこで、先生に相談
してディスカッションの議題を事前に教えてもらい、考えを

持った状態で臨みました。今思うと、一番つらかったけれど一
番ためになった授業だと思います。
・寮

交換留学生は基本的にキャンパス内の寮に住むことになりま
す。2つのキャンパスともに寮があり、医学系以外の授業のほ
とんどはNorth Campusで行われます。日本にいるときにど
ちらのキャンパスか、また何人部屋かの希望が出せて、私は
North Campusの2人部屋を希望しました。しばらくしてUB
からSouth の寮を指定されたので、移動するの面倒くさいな―
と思って変更願いをしました。（いざUBに行ってみるとシャト
ルバスは日中約5~10分おきに出ていますし、South Campus
の方が留学生が多く交流も盛んであるとわかりました。どち
らのキャンパスの寮でもいいと思います！）私はNorthの寮の
3人部屋に住むことになりました。1階ごとに共有バスルー
ム、キッチンがあり、ラウンジでみんなで勉強することもでき
ます。また、ジムやコンビニ、卓球・ビリヤード場、フード
コート、勉強部屋といった施設があり、その勉強部屋では学部
ごとのチューターサービスを受けることができます。これらは
South Campusの寮でも同様に見られます。費用は高いです
が、勉強に専念でき、充実した生活を送ることができる、本当
に恵まれた環境だと思います！
・その他

前述したようにUBは留学生へのサポートが手厚く、私はよ
くお世話になりました。Chat RoomやWriting Tutor Center
などは英語面をサポートしてくれたり、International Tea 
Time、BRIDGES Program、Mentoring Programなどで、人
とのつながりを提供してくれたりと、非常に親切です。探せば
もっとあると思います。これらはUBに行く人にとてもおスス
メです。

クラブ活動も盛んで、体育系・文化系何でもあります。日本
をはじめ、各国のStudent Association という集団もあり、そ
れぞれの国の文化や行事を楽しめます。

【終わりに】
私は、留学して一番良かったなと思うことは、たくさんの人

と出会えたことです。いろんな考えをもつ人との関わること
で、自分のこと、世界のこと、何でも考え直すきっかけになり
ます。また、留学するにあたり、相談に乗ってくださった先生
方、元気をくれた友人、全ての面で支えてくれた家族のありが
たさに改めて気づくことができました。失敗したこと、うまく
いかないこともたくさんありましたが、周りの人たちのおかげ
でなんとか乗り越えられ、人として成長できたと思います。留
学を少しでも考えている方、勇気を出して一歩踏み出してみて

北
ア
メ
リ
カ



40

ください。すばらしい人たちと出会い、日本ではできない経験
をすることができます。応援しています。

アメリカ

ネヴァダ大学リノ校
自然科学研究科環境デザイン学専攻　石田　明久

私は2013年8月から2014年6月までアメリカのネヴァダ
大学リノ校に留学していました。どのような思いで留学に臨ん
だか、またこの10ヶ月間どのような生活を送ってきたかお伝え
したいと思います。

まず留学の動機についてお話しします。私は高校生の頃アメ
リカに1年間留学していました。当時は異文化交流を通して自
分の世界観を広げると同時に英語を習得したいという思いで留
学しました。留学を終えて私は自分の英語力を将来仕事で生か
したいと思うようになり、「海外に日本の耐震技術を伝える」と
いう目標をたてました。夢の実現には専門分野である地震工学
について英語で勉強する必要があると考えたため今回の留学を
決意しました。大学選びにあたっては、アメリカの中でも工学
のレベルが高く地震工学の研究に力を入れている大学をピック
アップしました。アメリカには姉妹校がたくさんあり大学選び
は大変でしたが自分の条件にあったネヴァダ大学に留学するこ
とに決めました。

次にアメリカでの生活についてお伝えします。私はもともと
学生寮に入るつもりで渡航したのですが、アメリカに着くと寮
はすべて一杯で一人暮らしせざるを得ない状況でした。一人で
住居を探すのは非常に大変だったので、留学される方は留学す
る前に大学周辺の住環境について先輩方から情報を得ることお
勧めします。食事に関しては学内でピザ、サンドイッチ、ハン
バーガー、中華料理、寿司などが売られていますが、自分の口
に合うものがあまりなかったので毎日自炊していました。大学
周辺にスーパーがなかったので、毎週末に友人と一緒に1週間
分の食料を調達して生活していました。醤油、みりんなどの調
味料やカレーのルウが買える環境にあったので食事には苦労す
ることはなく生活することができました。

授業についてです。ネヴァダ大学は総合大学なので様々な科
目を履修することができます。実際に自分で犬を飼って行う盲
導犬の授業や大学内にある保育園で実習を行う保育の授業など
幅広い分野で自分にあった授業を選択できます。私は専門で
ある地震工学に重点をおき前期5教科、後期4教科受講しまし
た。思っていた以上に英語での授業は大変で理解に苦しみまし
た。毎日夜12時まで学校にこもって課題をやらなければならな
かったり、先生の研究室に授業の質問をしにいっても「時間の
無駄だ」と罵倒されて聞く耳を持ってくれなかったりと精神的
につらい時期もありました。しかしあのときのがんばりがあっ
たからこそ今しっかり専門分野が身についているのだと感じま
す。最も印象的だったのがプレゼンテーションの授業です。工
学の授業は講義を聴いて課題が出されるといったものでした
が、プレゼンテーションの授業はクラスメートとディスカッ
ションをしてお互いに意見を言い合う授業でした。最初は自分
の意見を英語で伝えることが非常に難しく友人に助けてもらう
ことが多かったです。しかし授業を重ねるごとに自分の英語が
流暢になっていくのを実感できたので非常に勉強になりまし
た。自分の専門分野の授業を履修するのは大切ですが、それ以
外にも面白い授業はたくさんあるので分野に縛られず広い視野
を持って授業選択することをお勧めします。

次にこの留学を通して感じたことについてお伝えします。留
学生活を振り返ると楽しかったことよりもつらいことのほうが
多かったように思います。言葉の壁や慣れないアメリカでの生
活につらさを感じる人は少なくないと思います。そんな時いつ
も支えとなったのが周りの友人でした。留学を決意したのは自
分ですが留学生活を自分一人の力でやり遂げることはできませ
ん。周りの友人と切磋琢磨し合ってよりよい環境を作っていく
ことは重要だと思いました。自分の素直な心を伝えることがで
き、自分の考えをしっかり理解してくれる友人を作ることは非
常に大切だと感じました。

次に私がこの留学中常に心がけていたことについて述べま
す。私は今回の留学にあたって「なんでも挑戦する」「日本語は
話さない」という目標をたてました。留学にいったからといっ
て誰もが充実した生活を送れるとは思いません。そんな留学生
活を少しでもよりよいものにするために多くのイベントに参加
し、極力英語にしか触れない環境を作りました。自分のプラス
になることは日々の生活でたくさんあると思います。どれだけ
小さなイベントでもなにもしない時間を作るよりはなにかに挑
戦する、また例えそれで失敗したとしてもそこから学ぶことは
あると考えました。私の留学生活は正しかったかはわかりませ
ん。しかしアメリカでの生活は間違いなく充実していたし、自
分の夢の糧になったと胸を張って言えます。これから留学され
る方は自分で定めた目標を日々忘れず留学に挑んでください。

最後にこの文章を読んで少しでも留学に興味を持っていただ
けたらうれしいです。留学は自分の人生で大きな経験になるこ
とは間違いありません。今悩んでいる方は留学のイベントに積
極的に参加してください。私たちがみなさんの留学を全力でサ
ポートします。

メキシコ

モンテレイ工科大学
人間社会学域国際学類　西山　　郁

【きっかけと動機】
語学研修のためスペインへ単身で短期滞在した大学3年生の

夏。もともと長期の留学をするつもりがなかった私が考えを変
えて派遣留学応募を決意したのは、その後日本へ帰国してから
のことでした。入学当初に立てていた、在学中に英語以外の外
国語を習得するという目標の達成に危機感を覚えたため、ま
た、長期的にまったく新しい環境に飛び込み生活することで、
様々なことを学び成長したいと考えたからです。そこで、スペ
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イン語を学ぶことができ、かつ今まで行ったことがない、私に
とって「まったく新しい環境」であるメキシコへの留学を決意し
ました。大学4年生の夏。周囲と比べ遅いスタートでしたが、
2013年8月から同年12月までのおよそ5か月間、私はメキシ
コのモンテレイ工科大学に留学することになりました。

【留学準備】
モンテレイ工科大学と金沢大学は2011年に交流協定を結ん

だばかりで、私が第一期の派遣留学生でした。そのため、同校
に留学経験のある先輩から情報を集めるなどということができ
ず、情報収集は専らインターネット頼りでした。FACT SHEET
と呼ばれる留学生の募集要項を何度も読みこみ、不明な点は
メールで問い合わせ、留学経験者のブログを参考にして…。情
報は集めすぎて困るということはありません。少しでも疑問に
思ったら、些細なことでも調べ、聞いてみる、という姿勢が大
切だと思います。

【モンテレイ工科大学について】
モンテレイ工科大学は、モンテレイの他にもメキシコの各地

にキャンパスを持つ大きな私立大学です。モンテレイキャンパ
スではビジネス、工学、薬学、建築などを専攻する学生が多く
在籍しています。多くの授業が英語で開講されており、留学生
にも開かれた環境だと言えます。キャンパスの設備は24時間
開館の付属図書館をはじめ、あらゆる場所に設置されたコンセ
ント、ほとんど全域にWiFiが飛んでいて、たくさんのカフェテ
リアに食堂、さらにジムまで！これだけでも驚いたのですが、
図書館前のベンチで勉強中、隣を優雅にクジャクが通り過ぎて
行ったのには唖然としました。たくさんの動物が放し飼いにさ
れているのです。そんな恵まれた施設と不思議な環境に衝撃を
受けつつ、私の留学生活は始まりました。

【留学生活】
私はスペイン語の授業を2科目と、英語で開講される授業を

3科目（メディア論、異文化コミュニケーション、メキシコ文
化）履修しました。スペイン語の授業のレベルは、渡航前にイン
ターネットで行われるプレイスメントテストの結果により、3
つのレベルに分けられます。また、英語の授業の履修を希望す
る場合は、TOEFL550またはIELTS6.5のスコアを満たさなけ
ればなりません。私は要求されたスコアを満たすことができな
かったのですが、どうしても英語で開講される授業を履修した
いと直接メールで連絡を取り、交渉の結果、それが認められる
ことになりました。もちろん要求スコアを満たすことができれ
ば何よりですが、それが無理でも交渉の余地はある、というこ
とを一言お伝えしておこうと思います。

履修しているのは5科目でも、それぞれの科目は週に2回
ずつ開講されるため、実際は倍のコマ数の授業がありました。
リーディングの課題、レポート、中間テストなどに追われる日
が続きましたが、ルームメイトや友人の助けもあり、なんとか
課題をこなしていくことができました。その中で日本の授業と
少し違うなと感じたのは、グループワークの多さです。どの
授業でも、平均して3回は与えられた課題をグループでこなし
レポートやプレゼンテーションを作る、という作業がありまし
た。英語とスペイン語を駆使しての作業はやはり大変で、他の
学生の発言になかなかついて行けなかったり、言いたいことを
うまく伝えられない自分を情けなく思ったりもしましたが、回
数をこなす内に少しずつ要領を覚え、楽しみながら作業をする
ことができるようになりました。このことを通しての学びは、

帰国した今でも自分の大きな財産になっていると思います。
私はキャンパスに併設された寮に住んでいました。ルームメ

イトはとても親切なメキシコ人の女の子で、メキシコに来た当
初、右も左もわからない私にいろいろなことを教えてくれまし
た。他の寮生ともキッチンやコモンルームで顔を合わせる機会
がよくあり、いろいろなことを話しました。より多くの現地学
生と交流ができたという点では、寮に滞在したことは良い選択
だったのではないかと思います。

休日は、大学の留学生センターや学生団体が主催するイベン
トや旅行に参加したり、街に出てのんびり散歩や買い物をした
りして過ごしました。モンテレイは地理的にアメリカに近いこ
ともあり、その街並みは近代的で、ひょっとすると日本人が一
般的にイメージするメキシコ像とはずれがあるかもしれませ
ん。ですが、足をのばしてメキシコシティや更に南へ向かうと、
街の雰囲気はがらりと変わります。友人と、また個人での旅行
を通して、古代文明の遺跡や昔ながらの市場など、目に新しい
素晴らしい光景をたくさん目にしました。そんなわくわくする
ような体験の一方で、メキシコが国として抱える大きな問題に
ついて考えさせられることも多くありました。それも全て含め
て、本当に価値のある体験だったと断言できます。

【終わりに】
留学するかどうか迷っているという方々。自分の能力やかか

る費用、その後の進路など不安に思うことがあっても、とにか
く挑戦してみることで、得られるものは数えきれないほどある
と思います。特にスペイン語を学んでいる方に、メキシコとい
う選択肢もあるということをぜひお伝えしたいと思います。こ
こでは書ききれないたくさんの魅力がメキシコにはあります。
少しでも興味があるという方はぜひご連絡ください！私の体験
談で、少しでもメキシコ留学に興味を持っていただけたら幸い
です。

人間社会学域国際学類　住田　篤紀
私は2014年8月から2015年5月までの約10か月間、メキ

シコのモンテレイ工科大学で語学留学をさせていただきまし
た。留学までの流れと留学先の選択肢としてはあまり映えない
メキシコが、実際はどんな国なのか説明していき、皆さんに興
味を持ってもらえるようになったらなと思います。

【派遣留学先の決定】
はじめに、私はもともとスペインのバルセロナ自治大学を希
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望していましたが、スペイン語を学ぶこと、自分の人間力を成
長させることを留学の目的としていたため、面接のときに先生
方からメキシコのほうが自分の目的にあっているのではないか
という助言をいただいたため、留学先を変更することにしまし
た。派遣留学先がメキシコに決定した時は正直震えました。メ
ディアや映画などのイメージから、とても危険な国だと認識し
ていたからです。誘拐にあって殺されたり売り飛ばされたり、
などそういった考えが頭をよぎりました。しかし同時に、周り
の誰も知らない、行ったことがない国で冒険的な1年間を暮ら
せることにとてもわくわくしていました。

【決定から出発まで】
私が勉強していたモンテレイ工科大学は金沢大学と協定を結

んだばかりで、それまで、留学してきた先輩がいませんでした。
そのため国、留学先、治安、ビザについての情報は皆無ですべ
て一から自分で調べなければなりませんでした。ビザや学生寮
の予約、履修登録などで留学前はとても忙しかったのを覚えて
います。何事も後回しにせずできることから始めてください。
特にビザに関しては必要に書類が多く発効までに時間がかかる
ので一番にはじめたほうがよいと思います。

【留学中】
メキシコに到着した時は、スペイン語はほとんど話すことが

できませんでした。1年生のころから週2回2年半学んできた
のに、と国内での学習の限界を感じました。スペイン語もそう
でしたが私の場合は英語の実戦経験がなく、英語もままならな
い状態でうまくコミュニケーションが取れず、初日からものす
ごい挫折を感じました。しかし自分が言いたいことを必死に理
解しようとしてくれたり、困っていたら手伝ってくれたりとメ
キシコ人やほかの留学生の優しさに支えられて何とか乗り越え
ることができました。

気になるメキシコという国については、思ったよりも安全で
すごく陽気な国だと思います。確かに、あの地区へは行くなと
かタクシーの運転手が運賃をちょろまかしてきたり、ホームレ
スが多かったりしますが、気を付けていれば何も問題ありませ
ん。実際メキシコ滞在中物を盗まれたり危ない目にあったりす
ることは何もありませんでした。

次にモンテレイ工科大学についてですが、この学校は中南米
でも最大規模の大学で、メキシコ中やほかの国にまで様々な
キャンパスを持っています。私が学んでいたキャンパスモンテ
レイはこの大学発祥のキャンパスで、広大なキャンパスには、
スターバックスや、本屋さん、寮生なら無料で診断してくれる
診療所、地元のサッカーチームが使うような大きなスタジアム
や、劇場までありました。またキャンパス内には自然が多く、
様々な動物がいます。子連れのアヒルや七面鳥、リス、クジャ
ク、シカまでいてみんな人懐っこく、とても平和な空気が流れ
ています。

授業に関してですが、私はスペイン語の授業とテニスの授
業、メキシコの文化を学ぶ授業をとりました。先生方は皆親切
で毎日授業に行くのがとても楽しみでした。しかし、これは
メキシコの特徴らしいのですが、宿題が毎回たくさん課されま
す。また授業外でパソコンを使った会話教材も同時に進めてい
かなければならず、自分だけでも勉強はできるようになってい
ます。また、半期の1つの授業にほぼ必ず3回定期試験があり、
プレゼンテーションやレポートなどいつも勉強に追われていま
した。

次に課外活動についてです。大学のちょっと離れたところに

「東北部日本語協会」というものがあります。私は突撃で手伝わ
せてくださいと連絡してみたのですが、今まで日本人の留学生
が手伝いに来たことがなかったらしくすごく喜ばれました。日
本語の授業や書道、折り紙など何でもやっていますので、留学
の際はぜひ顔を出してみてください。

少し長い週末や長期休暇のときはメキシコ中を旅行しまし
た。1か月に最低1回は旅行していたのでほとんどすべての有
名な町を回りました。メキシコは土地が広大でその町その町に
よって様々な文化があります。メキシコの文化を知る意味でも
旅行は欠かせないですし、すばらしい所ばかりなので必ず見て
きてください。

この留学中私が徹底していたのは「日本人と行動を共にしな
いこと」でした。せっかく言語を学びに来ているのに日本人と
行動するのはすごくもったいないと思います。きっと留学先で
は欧米人は欧米人で、アジア人は国ごとに分かれて集まること
が多いですがそのどれかに思い切って飛び込んでみてくださ
い。これのおかげで私の言語力、コミュニケーション力は大い
に伸びました。世界中の人々と出会うことはとてつもない財産
です。自分の知らない世界、文化、価値観を知りたくさんの刺
激を受けてください。

【最後に】
この留学を通してたくさんの成長を感じました。頼りが自分

しかいないこと、文化の違いで日本人の常識が伝わらない、そ
ういう状況で暮らしたことで、自分で自発的に行動すること、
広い視野を持ち相手を理解すること、自分の意見をはっきり言
うことを実践することができました。もちろんスペイン語力も
英語力もすごく成長しました。同時に二つの言語を習得するこ
とができるのが英語圏ではない国への留学の利点だと思いま
す。メキシコ留学の経験は私にとってこれまでの人生で最大の
財産だと言い切れます。スペインではなく、メキシコに行くべ
きしていったのだと確信していますし、モンテレイ工科大学で
学んだことを誇りに思っています。まだまだ伝えたいことはた
くさんありますが、自分で感じるのが一番です。そしてこんな
に素晴らしい経験をもっとたくさんの人にも味わってもらいた
いとも強く思います。ぜひ、メキシコ留学を検討してみてくだ
さい。

¡VIVA MÉXICO!

※派遣留学生からのレポートは原文のまま掲載しました。
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